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オンライン事業計画発表会
主催：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ
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オンライン事業計画発表会とは

特定非営利活動法人インデペンデンツクラブでは、1997年1月より
早稲田大学名誉教授の松田修一氏を主幹として始まった事業計画発表会を
2011年7月に運営継承し、その活動を全国へ拡大してまいりました。

事業計画発表会は、上場を志向する起業家が「資金調達」「提携先獲得」
「人材募集」などを目的に、ビジネスプランや事業モデルについてプレゼ
ンテーションをおこない、これを支援するサポーター（VC、金融機関、事
業法人、公的機関ほか）と意見交換・交流を図るイベントです。

2020年7月より、オンライン開催（Zoom）を本格的に始動しました。
ベンチャー企業にとっては、上記目的を達成するプレゼン機会として、
サポーターの方々には、全国の個性あふれる起業家と出会う場として、
オンライン化によって従前より多くの方に参加いただいております。

「一人でも多くの人と一緒に、1社でも多くの公開会社を育てる」
という団体理念にご賛同いただける起業家・サポーターの方々からの
プレゼン・参加申込をお待ちしております。
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オンライン事業計画発表会概要

開催日：毎週金曜日１５時～１６時３０分 ＊10月より金曜日に変更

登壇者：全国各地の個性あふれるベンチャー企業２社

構 成：事業計画プレゼン１５分・質疑応答１５分（コメンテータ及び参加者）

参加者：６０～８０名（オープン形式。参加者の属性/地域（実績値）は以下。）
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①プレゼン申込・事務局との事前面談（～開催１ヶ月前）
・当社HPの「プレゼン企業募集中」バナーよりフォーム登録
・事務局（club@independents.jp）へのメール送信
申込内容を確認の上、事務局より事前面談の日程調整を行います。

②資料作成・ブラッシュアップ（～開催１週間前）
・当日使用するプレゼン資料
・事業計画概況書（数値計画や資本政策など弊社指定の資料）
上記２点の資料を開催１週間前を目処に作成いただきます。
プレゼン目的達成に向けて資料のブラッシュアップを支援します。

③オンライン事業計画発表会でのプレゼン
１社につきプレゼン１５分・質疑応答１５分の構成になります。
質疑応答ではコメンテータからの具体的な助言を得られます。
コンタクトを希望する参加者とのマッチングを行います。

④フォローアップ
インデペンデンツクラブ「ベンチャー会員」に入会すると
プレゼン後の継続的な成長支援を受けることができます（任意）。

オンライン事業計画発表会登壇フロー
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コンピュータ及び関連機器、ＩＴサービス

ソフトウェア

バイオ、製薬

メディア、娯楽、小売、消費財

医療機器、ヘルスケアサービス

金融、不動産、法人向けサービス

工業、エネルギー、その他産業

半導体、電機一般

地域 業種

累計開催数 回 （1997年7月～2020年10月2日）

累計発表企業数 社 （内、株式上場数 社）

415

1,106 17

事業計画発表会実績 ＊2020年10月時点

■ 2019年度事業計画発表企業データ
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株式会社ＡＧＳコンサルティング
専務取締役 小原靖明氏
1985年 明治大学大学院法学研究科修了。

1989年 AGSグループ入社。

2000年 IPO支援会社ベックワンソリューション代表取締役。

2007年 合併に伴い、当社取締役就任（現専務取締役）

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
代表弁護士 鮫島正洋氏
1985年 東京工業大学金属工学科卒業

1985年 藤倉電線（現・フジクラ）入社

1991年 弁理士試験合格

1992年 日本アイ・ビー・エム 入社

1996年 司法試験合格

2004年 内田・鮫島法律事務所開設、代表弁護士就任

＊ 「下町ロケット」の神谷弁護士のモデル

事業計画発表会コメンテータ
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主催者（特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ）概要

【目 的】 全国の個性あふれる起業家を発掘し、一人でも多くの人と一緒に、
1社でも多くの公開会社を育てる

【設 立】 2015年（平成27年）11月9日（23生都地特第1268号）
【沿 革】 1997年 第1回事業計画発表会（SBCベンチャーサポート㈱運営）

2008年 インデペンデンツクラブ発足
＊㈱インディペンデンツ（現Kips）運営

2011年 第87回事業計画発表会をインデペンデンツクラブが引き継ぐ
2015年 任意組織インデペンデンツクラブをNPO組織に移管

【所在地】 東京都豊島区南大塚三丁目2番6号
【名誉会長】 松田修一（早稲田大学名誉教授）
【代表理事】 秦信行 （國學院大学名誉教授）
【常務理事】 宮本晴夫（元SBCベンチャーサポート㈱専務）
【理 事】 國本行彦（㈱Kips 代表取締役）

鮫島正洋（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表弁護士）
廣渡嘉秀（㈱AGSコンサルティング 代表取締役社長）
剣持忠 （㈱メンバーズ 代表取締役）
奥原主一（日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長）
杉田純 （三優監査法人 会長パートナー）

【監 事】 抜水信博（㈱ユニバーサルコムピューターシステム 上場推進室室長）
小林昌敏（小林税務会計事務所公認会計士税理士）
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インデペンデンツクラブ会員概要
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法人会員一覧（正会員）

弁護士法人内田･鮫島法律事務所 ㈱AGSコンサルティング 三優監査法人 NSGグループ ㈱Kips

ウエルインベストメント㈱ ㈱日本ベンチャーキャピタル イノベーション・エンジン㈱ ㈱ストライク 宝印刷㈱

㈱日本クラウドキャピタル EY新日本有限責任監査法人 三菱地所㈱ ㈱OJAD ㈱プロネクサス

㈱オービックビジネスコンサルタント 正林国際特許商標事務所 PwC京都監査法人 ㈱ユニコーン
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法人会員一覧（サポーター会員・ベンチャー会員）



11

サポーター会員 ベンチャー会員 正会員

対 象
会の目的に賛同し、

賛助する個人および法人

会の目的に賛同し、

株式公開を目指す法人

会の目的に賛同し、

運営に協力する個人及び法人

特 典

①機関紙の郵送（月刊）

②会員限定メール配信（週刊）

③事業計画概況書閲覧

④会員イベントへの参加

サポーター会員①～④に加えて

⑤プレゼン機会の提供

⑥起業家向け勉強会への参加

⑦事業サポート

サポーター会員①～④に加えて

⑤当法人への議決権行使

⑥正会員限定イベントへの参加

年会費
個人 12,000円

法人 100,000円
法人 100,000円

個人 20,000円

法人 200,000円

【入会のお願い】

■特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ会員制度

起業家 ：成長に向けて資金調達をしたい、経営課題に対してアドバイス・支援を受けたい
支援者 ：全国の個性あふれる・成長志向の高いベンチャー企業を支援したい
事業会社：新たなビジネスモデルや革新的な技術を有するベンチャー企業と協業したい 等

インデペンデンツクラブの理念に賛同し、入会くださる方を募集しております
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【問合せ先】

特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ（担当：高田）
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-2-6 Kビル
Tel：03-3980-2945 Email：club@independents.jp

◯オンライン事業計画発表会の視聴について
当社HPの各イベントページより参加申込ください。
ZoomのURLは開催当日正午までに登録アドレスへ配信します。

◯オンライン事業計画発表会のプレゼン申込について
当社HPの「プレゼン企業募集中」バナーをクリックいただき
Googleフォームより申込いただくか、上記までご連絡ください。


