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IPOセミナー in 富山 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 

株式会社北陸銀行 法人・公共営業部長 深井 真人 

14：10～14：40 

IPOを活用して地域活性化へ  

 ～ 東証市場のご案内 ～ 
 

 

株式会社東京証券取引所 執行役員  村田 雅幸 

14：40～15：30 

上場に向けたコンプライアンス経営のポイント 
 

TMI総合法律事務所  パートナー 大井 哲也 
あずさ監査法人     パートナー 杉山   勝 

15：30～16：00 Coffee Break & 質疑応答 

16：00～17：00 

「My  Company」から「Your Company」へ 
 

コーセル株式会社 創業者  飴 久晴氏 

17：00～17：10 
閉会のご挨拶 

あずさ監査法人  北陸事務所長 土肥 真  

※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 

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 

2015年7月15日（水）  
14:00～17:10 （13:30受付開始） 

会場 

富山県総合情報センター 

セミナー室A 1F 

（〒930-0866 富山県富山市高田527 情報ビル内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通のご案内 

市電の場合：富山駅より大学前行乗車10分、富山トヨ
ペット本社前（五福末広町）下車、徒歩10分 

車の場合：富山西インターより約15分 

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。 

※申込完了した旨のご案内をｅメールにてお送り致
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、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。  

2014年の新規上場会社数は、前年比約43％増（23社増）の77社（プロ向け市場を
除く）となり、2009年以来、5年連続で増加しました。 

2014年においては、新規上場後3年間は内部統制報告書に対する監査免除の選

択が可能になる等の規制緩和が実施され、上場準備期間の短期化や小規模な業
容での上場事例の増加などの特徴が見られました。一方で、上場直後の不正発覚
や業績の下方修正等の事例が発生しており、IPOを取り巻く環境は大きく変化して
います。 

このような状況を踏まえ、 「IPOセミナー in 富山 ～株式上場で更なる飛躍を～」で
は、取引所、弁護士、監査法人などの幅広い視点から、IPOに関連する最新情報や
IPO過程で直面する諸論点について解説いたします。 

第1部では、株式会社東京証券取引所 執行役員 村田雅幸より、「IPOを活用して地

域活性化へ」をテーマに、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、数多くの新規上場案件に携わった弁護士及びあずさ監査法人の公認

会計士より、取引所における実質審査のポイントや反社会的勢力を排除するための
体制等について、最新の情報をご提供いたします。 

また、第3部では、コーセル株式会社 創業者 飴久晴氏をお招きし、株式上場経験
談をお話しいただきます。 

国内におけるIPOマーケットの現状及び事例について的確に捉えることは、今後の

企業活動の展開において非常に有益なものと考えます。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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらいえ 

主催： 

共催： 株式会社 北陸銀行 
 



【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、新家（あらいえ） 

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及び共催者である 
北陸銀行において、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 

【北陸銀行】本セミナーの運営のために利用させていただきます。また、取扱商品・サービス等のお客さまへのご案内及びサービ
スの向上のために利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。（平成27年6月4日） 
 
©2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public 
Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  
 
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

 
www.kpmg.com/jp/azsa 

氏名 飴 久晴 

役職 ロバスト経営研究所 所長（コーセル株式会社 創業者） 

職歴等 
1967年電子部品販売の個人商店創業。1969年個人商店を解消しエルコー（現
コーセル株式会社）を設立。1994年に日本証券業協会に店頭登録（現東京証券取
引所ジャスダック市場）、2000年に東京証券取引所市場第一部に上場する。二度

の倒産危機を切り抜け、人づくり、モノづくりを徹底しながら、外部環境の激変に即
応できる『ロバスト経営』を推進し、コーセル株式会社を情報通信機器や医療用機
器等のスイッチング電源のトップ企業に育てる。 

自らの経営哲学に基づいて、2002年社長を退いて代表権のない会長に就任、
2012年役員を退き相談役に就任、2013年相談役を退き、現在に至る。主な著書
「ロバスト経営」（日本経営合理化協会出版局） 

氏名 大井 哲也 

役職 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 

職歴等 富山県立富山中部高校卒、中央大学大学院法学研究科修了。2001年東京弁護士
会登録、TMI総合法律事務所入所。国内証券会社引受審査へ出向。専門分野は上
場支援、M&A、企業間紛争、反社会的勢力の排除を含むコンプライアンス対応など。
IPO準備会社における法律対策など多数のセミナー講師として活躍。主な著作「ケー
スで考える反社会的勢力との取引リスク～役員のための行動指針～」（月刊監査役 

2012年5月号 公益社団法人日本監査役協会）、「フロー＆チェック労務コンプライア
ンスの手引き」（新日本法規出版）（2014年刊行）等 

氏名 村田 雅幸  

役職 株式会社東京証券取引所 執行役員 

職歴等 
1991年に株式会社大阪証券取引所に入所。2001年に経営企画本部広報グルー
プリーダー、2002年に東京事務所長、2003年に執行役員、2013年に上席執行役
員を経て、同年東京証券取引所の執行役員に就任。 

現在、上場準備会社に対する上場支援、上場会社向けの成長支援などの 

業務を手掛けている。 

講師紹介 

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「Q&A株式上場の実務
ガイド」（中央経済社）（2013年刊行）等 



 

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 富山～株式上場で更なる飛躍を～ 

 

       日 時  2015年7月15日（水）  14:00 ～17:10 （13:30受付開始） 
          場 所  富山県総合情報センター   1階  セミナー室A 

                

※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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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及び共催者である北陸銀行において、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 
【北陸銀行】本セミナーの運営のために利用させていただきます。また、取扱商品・サービス等のお客さまへのご案内及びサービスの向上のために利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
（平成27年6月4日） 

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。  


