
東京開催 

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！ 

☆☆２５年２月：７日間にわたり開催します☆☆ 

◆会場     日本証券アナリスト協会 第１セミナールーム（東京証券取引所ビル６階） 
住所 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２－１  

◆最寄り駅   東西線茅場町駅（出口 11）徒歩 5分、日比谷線茅場町駅（出口 7 ）徒歩 7分 

◆定員       先着 200名 （開催日までに「参加証」を郵送します） 
――証券アナリスト、証券金融関係の方はご遠慮ください。 

◆参加費    無料 

 

第３０回 個人投資家向け会社説明会 
プログラム（開催時間：各社 50分間） 

＜ ２月７日（木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社アクセル （東証１部：６７３０） 

講師 取締役会長  佐々木 譲氏 

1996年に設立された研究開発型のファブレス半導体メーカーです。LSIの設計と要素技術の研究に特化する

ことにより、他社と差別化を図った高付加価値製品を開発、販売しています。 

１３：３５～ 

株式会社ＪＰホールディングス （東証１部：２７４９） 

講師 代表取締役  山口 洋氏 

保育園の運営をはじめとして児童館、学童クラブの運営を全国で展開する子育て支援の最大手企業。潜在

的な待機児童数は 80万人とも 100万人とも言われ、当社の成長はまだまだ続きます。 

 
＜ ２月８日（金） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

ＳＰＫ株式会社 （東証１部：７４６６） 

講師 代表取締役社長  轟 富和氏 

ＳＰＫ株式会社は 1917 年設立の自動車補修部品及び産業車両部品を扱う専門商社です。国内外の巨大な

自動車ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄの中で、豊かなｶｰﾗｲﾌを提案することを使命にしています。 

１３：３５～ 

株式会社システムデイ （ＪＱスタンダード：３８０４） 

講師 代表取締役会長兼社長  堂山 道生氏 

教育機関や健康増進施設、薬局、民間企業・公共団体等向けの業種特化・業務特化ソフトウェアを開発し、

パッケージソフトやクラウド型で全国で 3,000を超えるユーザに提供。 

１４：４０～ 

株式会社エイチワン （ＪＱスタンダード：５９８９） 
講師 代表取締役社長  金田 敦氏 

自動車のフレームメーカーとして、新しい機能をカタチにする設計開発、独創的な技術開発、そして高品質

なモノ造りを通じてクルマの軽量化（低燃費性能）や衝突安全性能向上に貢献しています。 



 

＜ ２月１３日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

日本ファルコム株式会社 （東証マザーズ：３７２３） 

講師 代表取締役社長  近藤 季洋氏 

ゲームソフトの開発・販売及び音楽ソフトの制作・販売を行う。固定ファンを有しており、毎期安定的に利益を

計上する一方、新規層も取り込み、成長図る。 

１３：３５～ 

株式会社豆蔵ホールディングス （東証マザーズ：３７５６） 

講師 代表取締役社長  荻原 紀男氏 

お客様の営業が変革する仕組みをコンピュータ技術で提供するコンサルティング、ソフトウェアの技術企業

集団です。過去２年連続で年間４割増収、本年度も４割成長を見込む、急成長の企業です。 

＜ ２月１８日（月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

オーナンバ株式会社 （東証２部・大証２部：５８１６） 

講師 代表取締役社長  遠藤 誠治氏 

民生用ワイヤーハーネスのトップメーカー。近年は太陽光発電関連製品に注力。海外１０ヶ国に１６拠点を

有し、グローバルに事業を展開。 

１３：３５～ 

株式会社アデランス （東証１部：８１７０） 

講師 代表取締役副社長  石古 茂氏 

ウィッグの生産・販売、理美容・育毛サービスやヘアトランスプラントなど、総合毛髪関連事業を世界 16の国

と地域で展開。経営改革を実行し、四半期営業損益は 7四半期連続で黒字を達成（2012年 12月現在）。 

＜ ２月１９日（火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

大研医器株式会社 （東証１部：７７７５） 
講師 常務取締役財務経理部長  大浜 正彦氏 

大学病院等の最先端医療現場のニーズを汲み取り、特許のある独創的な製品開発を行う研究開発型医療

機器メーカーです。当社の独創的な製品はすでに国内トップシェアを獲得しております。 

１３：３５～ 

株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス （ＪＱスタンダード：６２４９） 

講師 取締役管理本部長 堀 幹千代氏 

パチンコ用カードシステム事業において、2011 年 4 月、日本ゲームカード㈱と㈱ジョイコシステムズが経営

統合。市場シェア 50％超の圧倒的なトップ企業が誕生。株主還元充実のため株主優待を導入。 

 
 



 
 
 

＜ ２月２０日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１３：３５～ 

日本ＥＲＩ株式会社 （東証２部：２４１９） 
講師 代表取締役社長  中澤 芳樹氏 

建築基準法で定める建築物の建築確認検査を民間会社で唯一全国拠点にて展開。住宅性能評価や長期優

良住宅、耐震診断など建物に係わる検査・評価など様々なニーズに対応。 

１４：４０～ 《講演会》：演題 講師（ 未定 ） 

 
＜ ２月２１日（水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社桧家ホールディングス （名証２部：１４１３） 

講師 代表取締役社長  近藤 昭氏 

注文住宅事業、不動産事業、断熱材事業、リフォーム・外構事業、賃貸住宅事業等を営むグループ企業の

経営管理等を行う持株会社 

１３：３５～ 

株式会社ネットワークバリューコンポネンツ （東証マザーズ：３３９４） 
講師 代表取締役  渡部 進氏 

情報通信ネットワーク分野において、特定のメーカーに依存せず、海外の多彩な先端技術商品を開拓し、国

内の IT先進企業へ最適なソリューションとして提供するイノベーションカンパニーです。 

※参加お申込みは、次ページの｢参加申込書｣をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜第３０回 個人投資家向け会社説明会＞ 

参加申込書 

①氏名・性別（必須） 
ふりがな 

氏 名 
□男性  □女性 

②年 代 □20代   □30代   □40代   □50代   □60代   □７0代以上 

③連絡先 

住所（必須） 
〒 郵便物が確実に届く建物名・企

業名も必ずご記入下さい。  

電話（必須）  Ｆａｘ  

Ｅメール   
 
 
④参加申込 
（必須） 

 
◆参加を希望する
会社の右側に☑
ﾁｪｯｸしてくださ
い。 
◆参加可能な日
程及び会社を選定
のうえ、お申込みく
ださい。 

開催日 開催時間 市場 証券コード 会社名 参加申込 

2月 7日 
(木) 

12:30～13:20 東１ ６７３０ ㈱アクセル □ 

13:35～14:25 東１ ２７４９ ㈱ＪＰホールディングス □ 

2月 8日 
(金) 

12:30～13:20 東１ ７４６６ ＳＰＫ㈱ □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ３８０４ ㈱システムデイ □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ５９８９ ㈱エイチワン □ 

2月 13日
(水) 

12:30～13:20 東マ ３７２３ 日本ファルコム㈱ □ 

13:35～14:25 東マ ３７５６ ㈱豆蔵ホールディングス □ 

2月 18日
(月) 

12:30～13:20 東 2・大 2 ５８１６ オーナンバ㈱ □ 

13:35～14:25 東１ ８１７０ ㈱アデランス □ 

2月 19日   
(火) 

12:30～13:20 東１ ７７７５ 大研医器㈱ □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ６２４９ ㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス □ 

 2月 20日
(水) 

13:35～14:25 東２ ２４１９ 日本ＥＲＩ㈱ □ 

 14:40～15:30 講演会 演題 講師 未定 □ 

 2月 21日
(木) 

12:30～13:20 名２ １４１３ ㈱桧家ホールディングス □ 

 13:35～14:25 東マ ３３９４ ㈱ネットワークバリューコンポネンツ □ 

⑤この説明会を知
ったキッカケは
何ですか？ 

□当協会のホームページ 
□当協会からのダイレクトメール（郵便） 
□当協会からのＥメール     
□その他（                     ） 

□アナリストジャーナル同封のチラシ広告 
□日本経済新聞夕刊の広告             
□開催企業のホームページおよびＥメール 

《参加申込》  下記あてに「参加申込書」をＦＡＸ、Ｅメール、封書、ハガキのいずれかに 
       て「各社開催日の 1週間前」までにお申込みください。なお、Ｅメール、ハガキ 
       によるお申込みの場合は、「参加申込書」記載事項をご記入の上ご送付ください。 

《申込先》   〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２－１（東京証券取引所ビル５階） 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 会社説明会担当 

E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp   FAX：03-3666-6610 

《お知らせ》   ①このイベントは、個人投資家の皆様に企業情報を収集していただくためのものであり、個別銘
柄を推奨するものではありません。 

②イベントの内容は変更となる場合があります。また、天災地変等の事由により、開催を中止す 

る場合がございますので、予めご了承下さい。中止のご連絡は、当協会ホームページ上に掲載 

することをもって代えさせていただきます。 

③会社の特徴は、各社からの提出内容をそのまま掲載しております。質問・お問合せ等は直接開 

催会社にお願いします。 

《照会先》    担当窓口電話：03-3666-1632 

※申込書にご記入いただいた氏名、連絡先等の個人情報については、通信連絡および協会内管理
資料の作成に使用します。 

以上 
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