2021 年 11 月 10 日

株式上場に関心をお持ちのお客さまを対象に

「ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔセミナー」を開催します！
京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、２０２１年１２月９日（木）
、株式会社 東京証券取引所／
株式会社 日本取引所グループとともに「ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ※1（以下、ＴＰＭ）
セミナーｉｎ京都２０２１」を開催しますのでお知らせいたします。
本セミナーでは、ＴＰＭに上場された企業の経営者を講師に招き、上場を目指したきっかけや
体験談をお話しいただくほか、Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒ企業※2 からＴＰＭを活用した中小企業の成長
戦略について紹介いたします。
当行では、今後もさまざまなお客さまのニーズにお応えできるようサポート体制を一層充実させ、
地域の発展と成長に貢献してまいります。
※1 東京証券取引所が運営するプロ投資家向けの市場。株主数や利益に関する数値基準がない自由度の高い市場で、監査証
明が1 年間で足りる等、上場準備負担が一部軽減されている。現在の持株比率を維持しながら上場による知名度や信用度の
向上が期待できる。
※2 上場を希望する取引先に対し、東京証券取引所に代わって上場審査や上場後の情報開示等のサポートを行う企業。

記
開催概要
名

称

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔセミナーｉｎ京都２０２１

日

時

２０２１年１２月９日（木）１４時００分～１６時２０分

開催形式

オンライン（Ｗｅｂｅｘ）
・１４：０５～ 情報提供
「ＴＰＭ上場の意義と最新動向」
株式会社 東京証券取引所 上場推進部

・１４：２５～ 講演・パネルトーク
「ＴＰＭ上場を果たした経営者が語る！上場の軌跡と目指す未来！」
内

容

講師・パネリスト：株式会社 ＱＬＳホールディングス 代表取締役社長 雨田 武史 氏
講師・パネリスト：オージックグループ株式会社 代表取締役社長 田中 文彦 氏
モデレーター：フィリップ証券株式会社 常務執行役員 脇本 源一 氏

・１５：４０～ 講演
「ＴＰＭ上場を活用した中小企業の成長戦略」
講師：フィリップ証券株式会社 常務執行役員 脇本 源一 氏

・１６：１０～ 情報提供
「京都銀行のＩＰＯ支援について」
株式会社 京都銀行 法人総合コンサルティング部

－1－

主

催

株式会社 京都銀行

共

催

株式会社 東京証券取引所／株式会社 日本取引所グループ

定

員

先着１００名

対

象

ＴＰＭ上場を目指している、またはＴＰＭに興味をお持ちの企業経営者や管理部
門の担当者

参加費用

無 料
当行ホームページ内「セミナーのご案内」ページよりお申込みく
ださい。

申込方法

※右記ＱＲコードからアクセスいただけます。
https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/index.html
（当行ホームページ －「法人・個人事業主のお客さま」－「ビジネス支援」－「京銀主催のセミナー情報」
）
ＱＲコードは株式会社 デンソーウェーブの登録商標です。

申込期限

２０２１年１２月３日（金）
※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
営業本部 法人総合コンサルティング部 TEL：075-361-2293 FAX：075-351-8341

以 上

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた企業活動を行ってまいりま
した。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践であるSDGs 達成に向け、地域の社会課題の解決に貢献してまい
ります。なお、関連するプレスリリースにその目標であるSDGs のアイコンを明示しております。
【SDGs】2015 年 9 月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての 2030 年までの世界共通目
標。17 のゴールと 169 のターゲットで構成されている。

－2－

ｉｎ 京都
２０２１

オンライン配信
開催
日時

参加無料

2021年12月9日(木)
14:00-16:20(受付開始13：45)

事前申込制

先着100名様

定員

京都銀行と東京証券取引所は、多数の地域企業が上場し注目度が高まって

TPMは他市場に比
べ、柔軟な上場基準
に設計されています

いる「TOKYO PRO Market（以下、「TPM」という）」に関心がある企
業経営者の皆様等を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。
今回のセミナーでは、TPMに上場された株式会社QLSホールディングス代
表取締役社長 雨田 武史氏、オージックグループ株式会社代表取締役社長
田中 文彦氏のお二人にご登壇いただき、TPM上場を目指したキッカケや
上場に至る苦労話など貴重な体験談をお話いただきます。
また、 J-Adviserのフィリップ証券株式会社常務執行役員 脇本 源一氏か
らTPM上場を活用した中小企業の成長戦略についての講演もございますの
で、ご興味をお持ちの方は、是非ともお早めにお申し込みください。

例えば、株主数や利益に関する
数値基準がありません。また、監
査証明が1年間で足りるほか、
四半期開示や内部統制報告
書の提出が任意であるため、上
場負担が一部軽減されます。

講演+パネルトーク
「TPM上場を果たした経営者が語る！上場の軌跡と目指す未来！」
講師+パネリスト

株式会社QLSホールディングス
代表取締役社長 雨田 武史 氏

主催： ㈱京都銀行

講師+パネリスト

オージックグループ株式会社
代表取締役社長 田中 文彦 氏

モデレーター

フィリップ証券株式会社
常務執行役員 脇本 源一 氏

共催：㈱東京証券取引所/㈱日本取引所グループ

(2021年11月10日現在）

■ プログラム
14：05～

情報提供「TPM上場の意義と最新動向」
株式会社東京証券取引所 上場推進部

14：25～

15：40～

講演+パネルトーク「TPM上場を果たした経営者が語る！
上場の軌跡と目指す未来！」
講師+パネリスト

株式会社QLSホールディングス 代表取締役社長 雨田 武史 氏

講師+パネリスト

オージックグループ株式会社

代表取締役社長 田中 文彦 氏

モデレーター

フィリップ証券株式会社

常務執行役員 脇本 源一 氏

講演 「TPM上場を活用した中小企業の成長戦略」
講師

16：10～

フィリップ証券株式会社 常務執行役員 脇本 源一 氏

情報提供 「京都銀行のIPO支援について」
株式会社京都銀行 営業本部 法人総合コンサルティング部
※上記プログラムおよび講師は今後変更となる可能性がございます。

■ 登壇者プロフィール

雨田 武史 氏（株式会社ＱＬＳホールディングス

代表取締役社長）
明治大学卒。大手人材サービス会社勤務後、同社母体となる㈲クオリス（現㈱クオリス）に入社。執行役員
を経て代表取締役となり、2019年に㈱QLSホールディングスを設立し、代表取締役社長に就任。
※同社は、保育、介護福祉、人材派遣等多岐に渡る事業を展開する企業。
2019年11月にTPM上場。

田中 文彦 氏 （オージックグループ株式会社

代表取締役社長）
1995年に㈱オージック入社、2006年に代表取締役社長に就任。
2011年に日本標準歯車販売㈱（現オージックグループ㈱）の代表取締役社長に就任。
※同社は、「超精密」な高精度ギアメーカーの㈱オージックとその他4社で形成されるものづくり企業。
2021年6月TPMに上場。

脇本 源一 氏（フィリップ証券株式会社

常務執行役員）
神戸大学卒。大和証券や楽天証券の公開引受部で17年間の株式公開業務を行ったほか、日本やシンガポール
のベンチャー企業にも勤務し、上場実務を経験。現在は、J－Adviserとして多くの企業をTPM上場に導いて
いる。
※同社は、シンガポールに拠点を有する総合金融グループPhillip Capital Groupの日本法人。

■ 申込方法
下記URL及びコードで申込受付フォームにアクセスいただき、お申込みください。
https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/index.html
（京都銀行ホームページ⇒法人・個人事業主のお客様【ビジネス支援】⇒セミナー情報）
※事前申込をいただいた方に限り、Webexからの参加URL及び当行からのご案内メールを開催日前日
までに送信させていただきますので、お申込みの際に必ずメールアドレスをご登録ください。
※迷惑メール対策により、申込受付や参加案内メールが「迷惑メールフォルダ」に振り分けられたり、届かない
場合があります。下記のドメインからのメールを受信可能に設定してください。
申込受付時：＠kyotobank.co.jp 、参加案内メール：＠webex.com
※個人情報の取扱について：ご提出いただいた個人情報は、当セミナーの主催者、共催者で共同利用させていただきます。また、主催者のセミナー運営上の管
理、新規上場企業誘致活動および各種ご提案のためのみに利用し、それ以外の目的には使用いたしません。主催者、共催者のプライバシーポリシー並びに個人
情報に関するお問い合わせ方法は以下のホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
【株式会社東京証券取引所】https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/security/privacy-policy/index.html
【株式会社京都銀行】
https://www.kyotobank.co.jp/privacy/index.html

＜お問い合わせ先＞

営業本部 法人総合コンサルティング部 担当：間宮 TEL 075-361-2293
【受付時間 9：00～17：00（月～金）※ただし、銀行休業日は除きます。】

