２０１８年１月９日
株式会社七十七銀行
国立大学法人東北大学
株式会社東京証券取引所

「東証 IPO セミナー in SENDAI Entrepreneur Week」の開催について
株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦、以下「七十七銀行」
）
、国立大学法人東北大学（総長 里見 進、
以下「東北大学」
）および株式会社東京証券取引所（代表取締役 宮原 幸一郎、以下「東京証券取引
所」
）
では、
地方創生に関する取組みの一環として、
「東証 IPO セミナー in SENDAI Entrepreneur Week」
を開催することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本セミナーは、資本市場の活用等によるベンチャー企業および地域企業の成長支援や起業家
人材育成の推進等を目的に、七十七銀行、東北大学、東京証券取引所が昨年１１月に新たに締結した
三者連携協定の取組みとして開催するものです。
記
１．名

称

東証 IPO セミナー in SENDAI Entrepreneur Week

２．日

時

２０１８年２月７日（水）１４：００～１７：０５
（懇親会 １７：１５～１８：３０）

３．会

場

東北大学金属材料研究所２号館１階講堂（仙台市青葉区片平２－１－１）

４．主

催

七十七銀行、東北大学、東京証券取引所

５．後

援

仙台市、宮城県、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
七十七キャピタル株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社

６．内

容

「ＣＥＯセッション」
講師：株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 辻 庸介 氏
「ＣＦＯセッション」
講師：株式会社ほぼ日 取締役ＣＦＯ 篠田 真貴子 氏

７．参加費用

無 料

８．定

１００名

員

９．申込方法

別紙のチラシをご参照ください。

※本セミナーの詳細は、別紙チラシをご参照ください。
以 上
お問い合わせ先
七十七銀行 地域開発部 地域開発課 担当：堀江
電話：022-211-9804
東北大学 産学連携機構
担当：今野 佐々木 電話：022-217-6043
東京証券取引所 上場推進部
担当：中尾
電話：050-3377-7571

東証IPOセミナー in SENDAI Entrepreneur Week
開催日時
開催場所
主

催

後

援

2018年 2月 7日（水）14：00～17：05（懇親会 17：15～18：30）
(受付開始 13：30)
セミナー ：東北大学金属材料研究所２号館１F講堂
懇親会

：レストラン萩

(東北大学片平北門会館２F)

株式会社七十七銀行、国立大学法人東北大学、株式会社東京証券取引所
仙台市、宮城県、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
七十七キャピタル株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
七十七銀行、東北大学および東京証券取引所は、仙台市の起業家応援イベン
ト「SENDAI Entrepreneur Week（仙台起業家週間）」の実施にあわせ、東京
証券取引所でのIPOに関するセミナーを開催いたします。

開催趣旨

CEOセッションでは、2017年9月に東京証券取引所マザーズに上場した株式
会社マネーフォワード 代表取締役社長 辻 庸介 様を、CFOセッションでは
2017年3月に東京証券取引所ＪＱスタンダードに上場した株式会社ほぼ日 取締
役CFO 篠田 真貴子 様を講師にお招きし、それぞれの立場から見た企業の上場
をテーマにセッションを行ないます。
七十七銀行が取組む地域企業の成長支援、東北大学における学生向けEDGENEXT事業から出資事業に至るシームレスなベンチャー支援および、東京証券取
引所におけるＩＰＯに関する情報提供を融合させ、東北地域経済の活性化に貢
献してまいります。本セミナーが、東北地域の皆様にとって、将来の経営戦略
をお考えいただく一助となれば幸いです。
14：00～14：05
14：05～15：35
15：35～15：45

プログラム

定

15：45～17：00

開会挨拶：七十七銀行地域開発部長 遠藤 禎弘
【CEOセッション】
株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 辻 庸介 氏
休憩

【CFOセッション】
株式会社ほぼ日 取締役CFO 篠田 真貴子 氏

17：00～17：05

閉会挨拶：東北大学 地域イノベーション研究センター長/
経済学研究科教授 藤本 雅彦

17：15～18：30

懇親会

員 100名(セミナー参加費無料)
以下のいずれかの方法でお申し込みください

申込方法

①以下のURLからのお申し込み
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mamf-lbmdqa380853e6623e171b26955ee24599c244
②JPXのHPからのお申し込み
（TOPページ ⇒ 「上場をご検討中の皆様」 ⇒ 「セミナー情報」）
③FAX申込用紙からのお申し込み

プログラム・登壇者紹介
【CEOセッション】
株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 辻 庸介 氏
14：05～14：50

基調講演「上場体験談」

14：50～15：35

パネルディスカッション「上場後に見えた世界」
(モデレーター) 株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山 図南

プロフィール

京都大学農学部を卒業後、ペンシルバニア大学
ウォートン校MBA修了。
ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経
て、2012年に株式会社マネーフォワード設立。
新経済連盟の幹事、経済産業省FinTech検討会
合の委員も務める。

受賞歴

2016年11月 Forbes Japan「日本のベスト起業家
ランキング」にて7位を受賞
2017年11月 EY 「Entrepreneur Of The Year
Japan」チャレンジング・スピリット部門
大賞受賞。
2018年1月 「第43回経済界大賞」ベンチャー経営
者賞受賞。

マネー
フォワード
事業内容

株式会社マネーフォワードは「お金を前へ。人生をもっと
前へ。」をミッションに、個人向けの自動家計簿・資産管
理サービス「マネーフォワード」やビジネス向けクラウドサー
ビス「MFクラウドシリーズ」を開発・提供。2017年9月
に東京証券取引所マザーズ市場に上場した。

【CFOセッション】
株式会社ほぼ日 取締役CFO 篠田 真貴子 氏
15：45～17：00

パネルディスカッション「CFOからみた東証上場の意義とQ&A」
(モデレーター) 株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山 図南

プロフィール

ほぼ日
事業内容

1968年 東京都生まれ。
1991年に慶應義塾大学卒業、1999年にペンシ
ルバニア大学ウォートン校MBA。2008年
（株）東京糸井重里事務所（現・ほぼ日）入社、
2009年より現職。
人々が喜んで集まる「場」を運営し、コンテン
ツ・商品の企画、編集、制作、販売を行ってい
る。主な「場」であるウェブサイト「ほぼ日刊
イトイ新聞」（1998年創刊）は広告収入や購読
料ではなく、「ほぼ日手帳」等のオリジナル企
画商品の販売で事業化し、成長。
2017年3月、東京証券取引所ジャスダック市場
に上場した。

FAX申込用紙・アクセス

FAXでのお申し込みの場合は、下記申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。

申込締切：

FAX申込先：七十七銀行 地域開発部 地域開発課

FAX：022-267-5303

2018.1.31(水)

所属(会社名、大学名)

〒

ご住所
ご参加者名
お電話番号(
懇親会への参加

参加

・

)

－

不参加

参加にあたっての留意事項
・当日は名刺を1枚お持ちください。
・懇親会への参加費用は２，０００円となります。
・懇親会への参加費用は、当日受付で集めさせていただきますので、ご用意の上お越しください。

個人情報の取り扱いに関して
※ご記入いただいた個人情報は、セミナーの運営業務の目的で利用し、その他の目的には一切利用いたしません。
※弊行は、前述の行為を実施するにあたり、法律に基づき開示しなければならない場合を除き個人の同意なく第三者に開示
することはありません。

アクセス
○会場：東北大学 金属材料研究所２号館１F 講堂
○住所：〒980-8577宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
■東北大学片平キャンパス周辺図
■金属材料研究所建物配置図

【お問い合わせ先】
株式会社七十七銀行
地域開発部地域開発課
堀江
Tel:022-211-9804

国立大学法人東北大学
産学連携機構 今野 佐々木 山田
Tel:022-217-6045
E-mail:sanren-77jpx@grp.tohoku.ac.jp

株式会社東京証券取引所
上場推進部 中尾
Tel:050-3377-7571
E-mail :ipo@jpx.co.jp

