
IPOカレッジ 
-2014年3月度講座- 
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。  

2013年の株式市場は、日経平均株価、TOPIXともに約1.5倍に上昇し、2014年も堅
調さが続いております。新興市場においては、新規上場会社数は4年連続で増加し
前年比8社増の54社となりました。全54社の初値上昇率（公募価格比）は約2.2倍と
なり、IPO市場の活況が伺われます。IPOに関する諸制度は2010年秋以降、様々

な規制緩和が行われており、なかでもマザーズ市場においては、より成長性を重視
する方向で上場基準が改正され、「アベノミクス」の成長戦略がそれを後押しする形
となりました。株式市場の活況を背景として、上場準備を新たに開始する会社や上
場準備を再開する会社が増加しています。 

このような中、私どもKPMG／あずさ監査法人企業成長支援本部では、少人数制
のセミナー「IPOカレッジ」を継続的に開催しており、このたび、2014年3月度講座を
開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。 

本カレッジでは、IPOを視野に入れ始めた会社の経営者や担当役職員の皆様を対

象として、当法人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等に
ついて、実務経験豊富な公認会計士等が詳細にご説明し、有用な最新の情報をご
提供いたします。また、定員は少人数に限定し、参加される皆様の個別の疑問や
ニーズにお応えできるような講座として進めてまいります。 

ご多忙中のこととは存じますが、IPOをお考えの経営者の皆様および上場準備担当
者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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-2014年3月度講座- 
開催概要 

開 催 日 時 2014年3月24日（月） 18:00～19:30 （17:30受付開始） 

会 場 
あずさ監査法人 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） 

定 員 10名～20名 

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、3月17日（月）までに
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、裏
面の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。 

（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） 
TEL：03-3548-5802  FAX：03-3548-5320 
e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
www.azsa.or.jp 

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/ja/pages/privacy.aspx）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 
開催日時 テーマ 

3月 
2014年 

3月24日（月） 
18：00～19：30 

「上場申請書類について」 
 
上場申請にあたっては様々な書類の作成が必要となります。初めて作成するものも多く、基礎
データの収集に手間や時間が多くかかることとなります。 
今回の講義では、申請書類の作成及び基礎データの収集方法について、審査のポイントを踏
まえながら、事例とともにご紹介いたします。 

 
あずさ監査法人 公認会計士 杉山 勝                             
あずさ監査法人 公認会計士 山田 奨 

※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。 

 
IPOカレッジは、おおよそ隔月にて開催を予定しています。今後の予定は以下をご覧ください。 

今後の開催予定 

2014年
5月 

2014年 
5月29日（木） 

18：00～19：30 
• 新規上場会社の株価推移（仮） 

9月 
11月 
12月 

（未定） 

• IPOの概要～今から始めるIPO 
• 最近の東京証券取引所審査の動向 
• 2014年IPO総括 
• IPOに係る人事労務 
• 業界別トピック（業界分析とIPOにおける業界の特徴、ポイント解説） 等 

山田 奨（やまだ まさと） 公認会計士 企業成長支援本部 業務開発担当マネジャー 
 
2001年 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入社。IPO支援業務に従事し、成果報酬型広告代理店、技
術者派遣商社等の上場に主査として携わる。 
2008年より野村證券引受審査部に出向。IPOを中心としたファイナンスの審査業務を手掛け、2011年1
月に帰任。 
成果報酬型広告代理店、その他製造業やIT系企業など様々な業種業界の上場会社からベンチャー企業
までを担当。 
 
 
  

講師略歴 

杉山 勝（すぎやま まさる） 公認会計士 企業成長支援本部 業務開発担当パートナー 
 
1994年 朝日監査法人（現 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。 



 

受講申込書 （FAX通信用） 
有限責任 あずさ監査法人 行 

FAX: 03-3548-5320 
 

IPOカレッジ -2014年3月度講座- 
 

日 時  2014年3月24日（月）  18:00 ～ 19:30 （17:30から受付開始） 
会 場  あずさ監査法人 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、3月17日（月）までにFAXにてお申し込みください。 
 
 
貴社名                             電話番号 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

役職名 御名前  

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/ja/pages/privacy.aspx）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。 
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