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IPOセミナー in 金沢 開催のご案内 
～株式上場で更なる飛躍を～ 

プログラム 

13：30～14：00 受付 

14：00～14：10 
開会のご挨拶 

あずさ監査法人 北陸事務所長  長﨑 康行 

14：10～14：50 
「東証への上場のご案内」 
 

株式会社東京証券取引所 上場推進部長 三宅 綾 

14：50～15：30 

「2013年のIPOを振り返って」 
                               ～大きく変化するIPOマーケット～ 
 

あずさ監査法人 企業成長支援本部 パートナー 杉山 勝 

15：30～15：50 Coffee Break & 質疑応答 

15：50～16：50 

「何故、株式上場（IPO）を目指したか」 
 

ダイト株式会社  最高顧問 笹山 眞治郎氏 

16：50～17：00 閉会 

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止する場合がございます 

主催：株式会社東京証券取引所 
有限責任 あずさ監査法人 

 

開催概要 

開催日時 

2014年3月26日（水）  
14:00～17:00 （13:30受付開始） 

会場 

石川県地場産業振興センター 

本館1階 第7研修室  

（〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員 

60名 

※定員になり次第、締め切りとさせていただき
ますので、あらかじめご了承ください。 

対象 

経営者及びIPO担当者様 

受講料 

無料 

申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、
FAXまたはメールにてお申込みください。 

※セミナー開催の1週間前に申込完了した旨とセミ
ナーのご案内を、eメールにてお送りいたします。 

※なお、お申込後、ご都合によりキャンセルされる
場合は、その旨ご連絡ください。 

お問合せ先 

有限責任 あずさ監査法人 

北陸事務所 （担当:西田友佳、新家） 
TEL：076-264-3666 

e-Mail：hok-seminar@jp.kpmg.com 

ごあいさつ 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。  

さて、近年アベノミクスの進展や東京オリンピックの開催決定など、日本経済には明
るい兆しが根付いてきており、成長戦略の三本の矢の中には民間投資の喚起、 

ベンチャーの加速が掲げられ新成長産業分野の発展も大きく期待されているところ
であります。また、2013年に新興市場に上場したすべての会社で初値が公募価格
を上回る状況となっており、IPO市場の活況が伺われます。 

このような状況を踏まえ、私どもあずさ監査法人 北陸事務所と東京証券取引所は、
株式上場を志向されている企業・IPOご担当者様に向け、「IPOセミナー in 金沢 ～

株式上場で更なる飛躍を～」と題してセミナーを開催することといたしましたので謹
んでご案内申し上げます。 

第1部では、株式会社東京証券取引所 上場推進部長 三宅綾より、東京証券取引
所のご案内及び同取引所における株式公開の概要について解説いたします。 

第2部では、あずさ監査法人の公認会計士が数多く携わってきた上場準備過程にお
ける重要なポイントや最近のIPOマーケットの動向等について、有用な最新の情報
をご提供いたします。 

また、第3部では、ダイト株式会社 最高顧問 笹山眞治郎氏をお招きし、株式上場経
験談をお話しいただきます。 

本セミナーを通じて、より一層理解を深めていただき、各社様の成長発展への一助
となりましたら幸いでございます。 

ご多忙中のことと存じますが、皆様の多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

敬具  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【お問合せ先】 

有限責任 あずさ監査法人 北陸事務所  

担当：西田友佳、新家 

TEL：076-264-3666  

e-Mail：hok-seminar@jp.kpmg.com 

ご提供いただく個人情報は、本セミナーの主催者である有限責任 あずさ監査法人及び東京証券取引所において、以下の方針に
基づき利用させて頂きます。 
【あずさ監査法人】当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①当法人および
関連グル―プからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントの
ご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございま
す。なお、本件に関するお問合せはhok-seminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 

【東京証券取引所】本セミナー運営のために、また運営会社の取扱商品の勧誘・販売・運用及びそれらに関連するサービスのご
案内等、それぞれの利用目的の範囲内で利用させていただきます。個人情報の取扱については以下をご参照ください。 
http://www.jpx.co.jp/handling-of-personal-information/index.html 
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氏名 笹山 眞治郎 

役職 ダイト株式会社 最高顧問 

職歴等 1939年生まれ。電気化学工業㈱を経て1970年大東交易株式会社（現：ダイト
株式会社）へ入社。1995年に当社代表取締役社長に就任。代表取締役会長を
経て、2013年8月最高顧問に就任。 

社長就任中、ジェネリック薬品の需要拡大を背景としてダイト㈱は業績を伸ばし、
2010年に東京証券取引所市場第二部に株式公開、翌2011年には市場第一
部銘柄の指定を受ける。上場来、各期連続で売上高増加を更新しており、また
上場後において公募による増資を行うなど証券市場での積極的な資金調達を
行っている。 

氏名 杉山 勝 

役職 有限責任 あずさ監査法人   企業成長支援本部    パートナー 

職歴等 1994年朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所。国内大手企業の法
定監査業務を中心として、多数の監査業務に従事。1999年日本証券業協会登
録審査部へ出向（1年間）。2003年国内証券会社引受審査部へ出向（2年間）。
取引所及び証券会社の上場審査業務を経験。また、大型純粋持ち株会社の上
場、大型更生会社の上場等、多数の株式上場支援業務を経験。 

現在は、株式上場に関する取引所及び証券会社との窓口業務、株式上場準備
会社への監査、株式上場アドバイザリー業務等に従事。主な著書「株式上場の
実務Q&A改訂版」（第一法規）（2010年刊行）等 

氏名 三宅 綾  

役職 株式会社東京証券取引所 上場推進部長 

職歴等 1991年日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社。ベン
チャーキャピタルにて日本国内ベンチャー企業への投資、資本政策立案、株式
上場支援に携わる。2002年株式会社ジャスダック（現株式会社東京証券取引
所）入社。ジャスダック市場に係るIPO促進業務を担当。2010年大阪証券取引
所との経営統合及び新興市場の再編後は、統合「新ジャスダック市場」への
IPO促進に加え新興市場上場企業を対象にサポート業務等を担当。2013年6
月より上場推進部長として、東京証券取引所上場市場への誘致活動業務等を
統括。 

講師の紹介 



 

受講申込書 （FAXまたはメール通信用） 
有限責任 あずさ監査法人 行 

FAX: 076-264-8666, e-Mail: hok-seminar@jp.kpmg.com 

 
IPOセミナー in 金沢～株式上場で更なる飛躍を～ 

 

       日 時  2014年3月26日（水）  14:00 ～17:00 （13:30受付開始） 
          場 所  石川県地場産業振興センター 本館1階 第7研修室 

                

※以下に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはeメールでお送りください。 

※受付にてお名刺を頂戴いたします。 
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参 加 人 数                                                                                    名 

貴 社 名 

部 署 ・ 役 職 名 

お 名 前 

ご 住 所 

※ご案内の住所と異なる 

     場合のみご記入ください 

  〒 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

e - M a i l ア ド レ ス 

※ ハイフン（－）とアンダーバー（＿）の違いなど、わかりやすくご記入ください。 

ご提供いただく個人情報は、本セミナーの主催者である有限責任 あずさ監査法人及び東京証券取引所において、以下の方針に基づき利用させて頂きます。 
【あずさ監査法人】当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、
ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお問合せはhok-
seminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
【東京証券取引所】本セミナー運営のために、また運営会社の取扱商品の勧誘・販売・運用及びそれらに関連するサービスのご案内等、それぞれの利用目的の範囲内で利用させていただきます。個人情報の取扱
については以下をご参照ください。 
http://www.jpx.co.jp/handling-of-personal-information/index.html 
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