
開催概要 

開 催 日 時 2015年11月25日（水） 19:00～20:30 

会 場 
あずさ監査法人 東京事務所（大手町） 
大手町フィナンシャルシティサウスタワー 20階A会議室 
（千代田区大手町1-9-7） 

対 象 者 中堅企業やベンチャー企業の経営者、財務担当役員の皆様 

定 員 
20名 
※定員に達し次第、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。 

受 講 料 無料 

申 込 方 法 

別紙申込書に必要事項をご記入の上、11月24日（火）までに
メール又はFAXにてお申込みください。 
なお、お申込後、ご都合によりキャンセルされる場合は、お問
合せ先にその旨ご連絡ください。 
※お申込みいただいた会社の社名については秘密厳守といたします。 
※受付にてお名刺を頂戴いたします。 

※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。 

事例から学ぶ資本政策の秘訣 
 ～上場前に考えておくべきこと～ 
ごあいさつ 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

近年、政府の成長戦略の後押しもあり、多くの新規ビジネスが創出されていま
す。そうした新規ベンチャー企業の経営者の多くが最初に直面する課題として、
事業拡大のための資金調達の確保が挙げられます。 

資本政策は、その実現の可否が事業計画実現や株式上場自体を左右するなど、
企業の成長戦略を実現する上で、最も重要な意思決定の一つです。 

資本政策が難しいと言われる一つの理由に、一度実行してしまうと元通りになら
ないこと、しかもそれを早い段階で決定しなければならないことが挙げられます。
資本政策には正解はなく、企業または経営者自らが主体的に作成する必要が
あります。 

本セミナーでは、最近の具体例を取り上げながら、資本政策の考え方や留意点
について解説します。また、上場前に考えておくべき資本政策の一例として、資
産管理会社の活用についてもご紹介いたします。 

ご多用中のこととは存じますが、持続的な成長を目指す企業の経営者の皆様お
よび財務担当役員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

敬具 

主催：有限責任 あずさ監査法人 

JR 
「東京駅」丸の内北口より徒歩7分 
 
地下鉄 
丸ノ内線 「大手町駅」A1出口直結 
半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線 
「大手町駅」E1・A4出口よりアクセス可能 
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（プログラム等、詳細は裏面をご覧ください） 



 
 
 
お問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人 セミナー事務局  
（担当：田口、常見） 
TEL：03-3548-5802  FAX：03-3548-5320 
e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
www.kpmg.com/jp/azsa 

ご提供いただく個人情報は、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、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seminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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プログラム 

19:00～19:50 

（第1部） 
 IPOを目指す経営者が今から準備すべきこと ～上場前に考える資産管理会社の活用～ 

未上場企業を対象とした株主名簿管理人のサポートメニュー・役割について解説します。 
三井住友信託銀行 IPO営業部 営業課長 藤田 嗣人氏 

IPO前の資産管理会社の活用について、資本政策・事業承継の観点から紹介します。 
三井住友信託銀行 プライベートバンキング部 プライベートアドバイザリー課 課長 本間 正樹氏 

19:50～20:00 休憩／ネットワーキングタイム 

20:00～20:30 

（第2部） 
 事例から学ぶ資本政策の秘訣 

資本政策は、企業が成長するために必要な資金を誰からどうやって調達するのかを決定する重
要な財務戦略です。本セミナーでは、実際に資本政策が企業の成長を阻害した事例を考察するこ
とにより、資本政策作成上のポイントについて解説します。 

あずさ監査法人 シニアマネジャー 中西 弘士 

※内容、日程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。 

講師略歴 

中西 弘士 （なかに し ひろし）   
あずさ監査法人 企業成長支援本部 公認会計士 
大手総合電機メーカーを経て、2002年大手監査法人入所。上場会社の法定監査の他、IPO支援業務に従事。同時に東京大学の共
同研究員の経験を活かし、知的財産の短期調査業務などの業務も経験。 
2007年 野村証券株式会社入社。野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社投資部にて、ベンチャー投資業務を経験。また、株主
としての立場から営業支援、新規アライアンス先の紹介や資金調達支援、事業計画、資本政策の見直しなどのアドバイスを実施。 
2014年 あずさ監査法人に入所し、企業成長支援本部にて、IPO支援業務に従事。 

 

 
 
  

藤田 嗣人 （ふじた つぐと） 
三井住友信託銀行 IPO営業部 営業課長 
1991年に旧中央信託銀行に入社。事業法人融資・非営利法人受信・不動産営業に携わり、2001年より証券代行事業に従事。三井住
友信託銀行名古屋証券代行営業部 営業課長兼IPO支援課長を経て、現在のIPO営業部にて上場を目指す企業向けの株式実務コン
サルティング活動を展開。これまで上場企業約200社、未上場企業約200社を対象に株主総会支援をはじめとした実務アドバイスを実
施。 

本間 正樹 （ほんま まさき）    
三井住友信託銀行 プライベートバンキング部 プライベートアドバイザリー課 課長 
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 
都市銀行を経て現在の三井住友信託銀行に入社。東京・札幌・神戸・大分にて法人・個人向けの信託銀行業務に従事した他、不動産
ファンド向けの不動産ノンリコースローン業務も経験。 
2013年6月より、現在のプライベートバンキング部にて事業承継の相談業務及びIPOを目指す企業・オーナー向けのコンサルティング
活動や資産運用のアドバイスを実施。 
 
 
 
 



 

セミナー申込書  
有限責任 あずさ監査法人 セミナー事務局行 
Mail:ipo-support@jp.kpmg.com 

FAX: 03-3548-5320 
 

日 時  2015年11月25日（水） 19:00 ～ 20:30 （18:30受付開始） 
会 場  あずさ監査法人 東京事務所（大手町） 
    大手町フィナンシャルシティサウスタワー 20階A会議室 

参加をご希望される場合は、以下の必要事項をご記入のうえ、11月24日（火）までにメール又はFAXにて 
お申し込みください。 
 
貴社名                             電話番号 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

お名前 お役職  メールアドレス 

ご提供いただく個人情報は、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seminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
 
©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. 
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