ここでしか聞けないが、必ずある。

・ ・ ・ ・

IPOにかならず近づく 少人数徹底解説！

「IPO Forum フォローセミナー」
Webお申込み

IPO Forum

https://www.obc.co.jp/ipofollow2019

IPO Forum＆ IPO Forum ネットワーク

フォローセミナー

IPOを目指す企業の登竜門「IPO Forum」
－2014年9月始動。これまでに45回開催、のべ2,500名がご参加。
2014年9月を皮切りに半年ごとに開催している「IPO Forum」
セミナー後には、内部統制など個別論点に絞ったフォロー
セミナーを展開しており、開始から5年、これまでに
約2,500名が参加され、皆様にご好評いただいています。
－ I P O F or u m 参 加 か ら 多 数 の I P O 実 績 、
2018年はIPO実現の20％は本取り組みより

【IPO Forum ネットワーク】

宝印刷

IPO実現のための必須テーマ全８回！
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１２ １１

2019年

月

日 ～

３ １８

2020年

会場

オービックビジネスコンサルタント
セミナールーム（東京メトロ 西新宿駅）

定員

30名（無料・事前登録制）

月

日

【IPO Forum ネットワーク共著】
「この1冊ですべてがわかる
経営者のためのIPOバイブル」(10刷)

宝印刷株式会社 / 株式会社タスク /
あいわ税理士法人 / TMI総合法律事務所 /
アイ社会保険労務士法人 /
株式会社オロ / イシン株式会社 /
株式会社サーキュレーション /
株式会社プロネット /
株式会社オービックビジネスコンサルタント

IPO Compass

開示準備

タスク

イシン

トータル
支援
プロネット

2014年以降で、IPO Forumご参加企業の多くが
実際にIPOを果たしています。2018年IPO実現企業では
約20％がIPO Forumご参加企業です。
私たちIPO Forum ネットワークは、IPO Forumを通じて
変化の激しいIPOのトレンドやIPO関係者の動向などを、IPOを
目指す経営者やCFOの方にいち早くお伝えし、スムーズなIPO実
現をサポートしています。

事業計画
内部統制

監査法人内研修でも活用されて
いる、プロにも認められたIPO
指南書。中央経済社より好評発
売中。

～IPO準備はここから始まる～

IPOを目指す企業のためのIPO情報サイト。IPO Forum ネットワークのコラム、
IPO Forumをはじめとするセミナー情報、IPO実現に貢献するシステム情報、
各種ダウンロード資料を用意しています。

01

コラム

02

セミナー

03

システム

04

特典

IPO Compassサイト https://www.obc.co.jp/special/ipo

共催

昨今、IPO実現に向けた対応は、複雑性を増しており、また加速度的に変化し続けています。
数年前の情報があっという間に過去のものになるこの世界で、最前線にいるプロフェッショナルが集まりました。

株式会社オービックビジネスコンサルタント
担当：堀江/坂本/大槻/島津
[住所]東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32F [TEL]03‐3342‐1880（代）

限られた人数だからお話できること。プロフェッショナルによる珠玉セッションをシリーズでご案内します。

Webお申込み

https://www.obc.co.jp/ipofollow2019

IPO Forum フォローセミナー 全 8 回 開催スケジュール

１２月１１日

2019年

～

３ １８日

2020年 月

時間：14:00～16:00（受付 13:30～）※第６回のみ13:30~16:30
定員：各回30名（無料・事前登録制）
IPOを実現する上でも、業務改善を図る上でも必須の各セミナーテーマについて、スクール形式で開催。
※テーマごとの受講も可能です

1回

6回

IPOのための事業計画書作成

第

第

2019.12.11(水) 上場審査では、事業計画書がしっかりとした根拠に基づいて
いるかを判断するため、申請直前期の年度計画に対する達成
14:00~16:00
度、申請期の年度予算に対する達成度を月単位で求められま

2020.2.19(水)
13:30~16:30

す。本セミナーでは、企業成長や上場審査に求められる事業
計画書のつくり方のポイントを解説します。
対象：経営者、経営幹部、経営企画部の方

2回

※他の回と
開催時間が
異なります。

株式会社タスク
代表取締役社長
竹山 徹弥氏

第

資本政策は、一度進んでしまうと後戻りできないことから、

2019.12.25(水)
計画的且つ慎重に進める必要があります。また、実際に具体
14:00~16:00
的な数字を入れて事前に確認することも非常に重要です。本
セミナーでは、失敗事例を交えながら、事前に押さえておき
たい資本政策のポイントを解説します。
対象：経営者の方

IPOにおける法務・労務審査は、近年厳しさを増しています。
そのため、何か問題が起きてから対応するという従来の考え
方とは変わり、今後は“法務戦略” として捉えていく必要があ
ります。
本セミナーでは、“企業の実態が上場会社として相応しいか”
という観点から、どのような法務・労務に関する審査がされ
ているか、その対応方法を解説します。
対象：経営者、法務・労務・コンプライアンス担当者

7･8回

失敗しないための資本政策

第

法務・労務コンプライアンス

2020.3.4(水)
2020.3.18(水)
14:00~16:00
あいわ税理士法人
代表社員／税理士
杉山 康弘氏

アイ社会保険労務士法人
代表社員
／社会保険労務士
土屋 信彦氏

IPOでこう変わる税務会計から財務会計へ
IPOを目指した途端、税理士にお任せだった会計を自計化し、決
算を短期間で終わらせることが求められます。
売上計上時期も監査法人に「計上時期が早過ぎる」と指摘され
たり、引当金、減損損失などの税務会計とは異なる会計処理が
発生し、利益が大幅ダウンということも。
本セミナーでは、直前になって慌てないための会計実務のエッ
センスを解説します。
対象：CFO、経理責任者

3回

TMI総合法律事務所
パートナー弁護士
高野 大滋郎氏

あいわ税理士法人
IPO支援室長
／公認会計士
圡屋 憲氏

IPO準備における内部監査

第

2020.1.8(水)
14:00~16:00

内部監査の運用状況は、会社の内部統制制度を構成する重要な
要素としてIPO審査で確認されます。一方、IPO準備企業は内部
監査体制をこれから構築するケースがほとんどです。本セミ
ナーでは、IPO審査における内部監査のポイントと効果的な内
部監査の実施方法をご説明します。
対象：経営者、経営幹部、内部監査担当者

会場
株式会社タスク
コンサルタント
圷 俊光氏

オービックビジネスコンサルタント
セミナールーム E/F
▶新宿区 西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー32F
（東京メトロ 西新宿駅）

※ 主催・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする可能性がございます。
※ 講演内容は変更になる可能性がございます。
※ レジュメはご参加の方のみにお渡しいたします。

4･5回

第

IPO後を見据えての内部統制構築・運用

共催：宝印刷株式会社／株式会社タスク／あいわ税理士法人／ TMI総合法律事務所／
アイ社会保険労務士法人／株式会社オロ／イシン株式会社／株式会社サーキュレーション／
株式会社プロネット／株式会社オービックビジネスコンサルタント

2020.1.22(水) 財務報告の信頼性を確保するために、業務に組み込まれるプロ
2020.2.5（水） セスである内部統制。組織の内部において適用されるルールや
業務プロセスを整備する構築フェーズから、運用フェーズまで
14:00~16:00
豊富なサンプル資料と、すぐに実践できるようワークを交えて
解説します。
対象：内部統制担当者、内部監査室
※内容がかなり実務的です。内部統制ご担当の方もしくは内部統
制を実際に担当される予定の方のご受講をお勧めします。

Webお申込み
はこちら

https://www.obc.co.jp/ipofollow2019

株式会社タスク
コンサルタント／
五十嵐 央氏

【個人情報の取り扱いについて】
お申し込みの際にご入力いただくお客様の個人情報は、セミナーの受付業務に当たり名簿作成を行いお客様へのご対応をさせていただく上で必要なものです。お申し込みいただいた個人情報につきましては、セミナー講
師、共催・協賛企業へ提供させていただきます。また、お預かりした個人情報は今後当社及びセミナー講師、共催・協賛企業が開催する各種イベント、セミナー及び勉強会のご案内や当社及びセミナー講師、共催・協賛
企業からの業務内容や製品情報 、商品等のご案内に利用させていただくことがあります。なお、ご入力いただきましたお客様の個人情報は、以下の目的以外には使用いたしません。
・当セミナーの運営
・当社及びセミナー講師、共催・協賛企業が開催する今後のイベント、セミナー等のご案内
・当社及びセミナー講師、共催・協賛企業からの製品情報、商品等のご案内
なお、ご入力頂いた情報に関する当社及びセミナー講師、共催・協賛企業への開示・訂正・削除・その他は各社にお問い合わせください。
個人情報の取り扱いについては各社のHPをご覧下さい。
宝印刷株式会社 https://www.takara-print.co.jp/privacy/
アイ社会保険労務士法人 https://www.consul-srt.com/page_001.html あいわ税理士法人 https://www.aiwa-tax.or.jp/privacy/
株式会社オロ https://www.oro.com/ja/privacypolicy/ イシン株式会社 https://www.ishin1853.co.jp/privacy.html 株式会社プロネット http://www.pronetwork.co.jp/privacy/index.html
株式会社タスク http://www.ipo-house.co.jp/privacy TMI総合法律事務所 http://www.tmi.gr.jp/privacy/index.html
株式会社サーキュレーション https://circu.co.jp/privacy/ 株式会社オービックビジネスコンサルタント https://www.obc.co.jp/site/privacy

