主催：有限責任 あずさ監査法人
アジア上場アドバイザリーグループ

株式上場のための

アジア証券市場比較 セミナー
〜 アジア進出戦略の羅針盤（基本編） 〜
ごあいさつ

開催概要

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご
高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、あずさ監査法人では、アジアに進出されている、またはアジア進
出をご検討なさっている企業の皆様を対象に、株式上場のための「アジア
証券市場比較セミナー 〜アジア進出戦略の羅針盤（基本編）〜 」を、右記
の要領にて開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。
本セミナーでは、基調講演として、野村総合研究所 未来創発センター 主
席研究員の大崎貞和氏をお招きし、これまで日本企業が行ってきた海外上
場のケースを振り返り、今後のアジアを中心とした海外上場の意義と課題
をふまえ、海外上場に適した企業の特徴などについて解説いただきます。
常に証券市場の最前線を把握しつつ、国際的な視点に立ち、日本市場の
活性化の現実的な問題解決策を政界や経済界に提供されている大崎氏な
らではの海外上場に対する御意見は、近年注目されているアジア上場の
意義や目的等を見出すためのきっかけになると考えております。
また、あずさ監査法人／KPMGジャパンのアジア各国の市場専門家が、ア
ジア上場に必要な基礎知識を解説するとともに、東京証券取引所と比較し
た各市場の特徴を解りやすく説明致します。アジア上場も視野に入れてい
るが、基本的な要件が解らない、または市場の違いが解らず市場選びに迷
われている企業の皆様に、アジア上場・アジア進出戦略の道しるべとなれ
ば幸いです。
時節柄ご多忙とは存じますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げま
す。
敬具

開催日時

2012年7月5日（木）
14:00〜17:00（13:30 受付開始）
対象

経営者の方、経営企画責任者の方
海外事業部責任者の方
財務・経理責任者の方
会場

東京／大阪／名古屋
（大阪会場および名古屋会場は東京会場からの
サテライト中継となります）
詳細は裏面をご覧ください
定員

東京 150名／ 大阪 70名／ 名古屋 30名
各会場とも1社2名様までのお申込みでお願いい
たします。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。
受講料

無料
申込方法

下記のWebサイトよりお申し込みください。
http://www.azsa.or.jp/r/alagin-120705.html
開催日の1週間前までに、eメールによる受講票発
行のお知らせをお送りいたします。
プログラムに関するお問合せ先

有限責任 あずさ監査法人
アジア上場アドバイザリーグループ
TEL : 03-3548-5140
e-Mail : asialisting@jp.kpmg.com

講師紹介（基調講演）
株式会社野村総合研究所 未来創発センター 主席研究員
東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
大崎 貞和 氏
【講師プロフィール】
1963年兵庫県生まれ。1986年東京大学法学部卒業後、野村総合研究所入社。ロンドン大学法科大学
院、エディンバラ大学ヨーロッパ研究所にて、それぞれLL.M.（法学修士）取得。2008年4月より主席研
究員。東京大学のほか、早稲田大学ビジネススクール及び筑波大学大学院ビジネス科学研究科の客
員教授を兼務。金融審議会委員、産業構造審議会臨時委員、企業会計審議会専門委員などの公職も
務める。主な著書に『公開会社法を問う』（共著、日本経済新聞出版社、2010年）、『解説金融商品取
引法』［第3版］（弘文堂、2007年）、『金融構造改革の誤算』（東洋経済新報社、2003年）など。

プログラム
14:00~14:10 開会の挨拶
「経営戦略としての海外上場の可能性

〜その意義と課題〜」

14:10~14:55 日本企業の過去の海外上場のケースを振り返り、今後のアジア上場の意義や課題を解説致します。
野村総合研究所

未来創発センター

主席研究員

大崎 貞和 氏

14:55~15:05 休憩（10分）
「アジア上場の概略」
15:05~15:20

「アジアで上場？」そんな疑問をお持ちの方へ、アジア上場の「いろは」を解説致します。
あずさ監査法人

アジア上場アドバイザリーグループ 責任者
宮原 正弘
パートナー／公認会計士

「アジアの各市場の解説 〜日本、台湾、韓国、シンガポール、香港、上海〜 」
アジア上場を目指す日本企業が知っておくべき、各市場の特徴や上場要件等を市場毎に解説致します。

15:20~16:55

【東京証券市場について】

あずさ監査法人

パートナー／公認会計士

杉山 勝

【台湾証券市場について】

あずさ監査法人

パートナー／公認会計士

友野 浩司

【韓国証券市場について】

あずさ監査法人

シニアマネジャー／公認会計士

片岡 久人

【シンガポール証券市場について】

あずさ監査法人

パートナー／公認会計士

山根 洋人

【香港証券市場について】

あずさ監査法人

シニアマネジャー／公認会計士

最上 龍太

【上海証券市場について】

あずさ監査法人

シニアマネジャー／公認会計士

今井 仁子

16:55~17:00 閉会の挨拶 （閉会後、ご希望の方に個別相談会を開催いたします。）
※内容及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。

会場

※ 大阪・名古屋は東京会場からの映像配信によるLive中継になります

東京会場

大阪会場（サテライト中継）

名古屋会場（サテライト中継）

あずさ監査法人 東京事務所 4階研修室
新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル

あずさ監査法人 大阪事務所 5階研修室
大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル

あずさ監査法人 名古屋事務所 5階研修室
名古屋市中村区名駅3-28-12

＜会場・お申込みに関するお問合せ先＞
担当: マーケティング部 榎本優子
TEL : 03-3266-7556

担当:松田健輔・吉田悦子
TEL : 06-7731-1500

担当: 三宅あやか
TEL : 052-589-0504

e-Mail : seminar@jp.kpmg.com

e-Mail : osaka-seminar@jp.kpmg.com

e-Mail : nagoya-seminar@jp.kpmg.com

ご提供いただく個人情報の利用目的等につきましては、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.azsa.or.jp/profile/privacy.html）をご覧ください。
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member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity. All rights reserved.
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申込方法および会員登録について
申込方法について
本セミナーへのお申込みにあたっては、ログインIDとパスワードが必要となります。
皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、セミナー申込みの際に、参加を希望される方お一人様ずつ会員登録を
お願いしております（登録は無料です）。
会員登録後に、お申込み手続きをおすすめくださいますよう、お願い申し上げます。

会員登録について
◆会員登録を行っておらず、ログインIDとパスワードを設定されていない方
以下の手順に沿ってログインIDとパスワードを設定し、ログインのうえ申込画面からお申込みください。

会員登録およびログインIDの設定手順と、セミナー申込
①セミナー概要ページ

http://www.azsa.or.jp/r/alagin-120705.html にて「申込」ボタンをクリックしてください。
②「新規会員登録はこちら」をクリックし、STEP1〜5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。
③再度セミナー概要ページの「申込」ボタンをクリックし、STEP6のセミナー申込手続きを行ってください。
STEP1

STEP2

STEP3

会員情報入力

登録内容確認

仮登録完了

STEP4
確認メール受信、
本登録URLをクリック

STEP5

STEP6

本登録完了

セミナー申込

※ 設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※ 本登録は、確認メール到着後24時間以内に行ってください。

◆既に会員登録を済ませて、ログインIDとパスワードを設定されている方
以前に他のセミナーにお申込みをした際に、ログインIDとパスワードを設定された方は、設定済みのログインIDをご利用いた
だけます。上記セミナー概要ページより「申込」ボタンをクリックし、お手持ちのログインIDとパスワードにてお申込み手続きを
おすすめください。

マイページについて

受講票について

会員登録後は、「マイページ」より以下のWebサービスを
ご利用いただけます。
l 受講票の取得
l 申込内容の確認やキャンセル
l 登録個人情報の確認・変更
l ログインID・パスワードの変更

開催日の1週間前までに受講票発行のご案内メールをご
登録のEメールアドレスにお送りいたします。
受講票に記載されている内容をご確認のうえ、プリントアウ
トし、当日会場へお持ちください。
万が一メールが届かない場合は、下記問合せ先までご連
絡くださいますようお願いいたします。

申込みに関するお問合せ先

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.azsa.or.jp/profile/privacy.html）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。

有限責任 あずさ監査法人
マーケティング部 （担当：榎本）
TEL : 03-3266-7556
e-Mail : seminar@jp.kpmg.com
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