
東京開催 

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！ 

 ２７年７月：６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「参加証のはがき」を郵送します。）           
◆参加者の服装 サンダル（女性用のバックストラップのあるものは除く）・ミュール等、いわゆる突っ 

掛け類の着装、また、過度に肌を露出している服（ランニングシャツ等）・ショート 
パンツ、ステテコなどでのご入場はご遠慮いただきます。 

◆参加費      無料 
◆参加申込    最終ページの「参加申込書」にて、各社開催日の 1週間前までにお願いします。 

 
 
 

第４５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） 

 

 

＜７月７日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

京阪神ビルディング 株式会社（東証１部：８８１８） 

講師 常務取締役  井上 康隆氏 

昭和23年設立。関西地区を中心に質の高いオフィスビルやデータセンタービル、各種施設の賃貸事業を

展開。首都圏を中心に立地と収益性を重視した新規投資に取り組み、営業エリアの拡大を図る。 

１３：３５～ 

ブロードメディア 株式会社（ＪＱスタンダード：４３４７） 
講師 代表取締役社長 橋本 太郎氏 

独自のクラウド技術を活かしたゲームサービス「Gクラスタ」や映像コンテンツの配信サービスを行う。国内

唯一の釣り専門チャンネル「釣りビジョン」の運営や通信制高校の運営も手掛ける。 

１４：４０～ 

旭化成 株式会社（東証１部：３４０７） 

講師 IR室 課長  濱本 太司氏 

「世界の人々の“いのち”と“くらし”に貢献します」という企業理念のもと、「ケミカル・繊維」「住宅・建材」「エ

レクトロニクス」「ヘルスケア」の４領域で事業を展開する総合化学メーカー。 

 
 
 
 
 
 
 



 
＜７月９日 （木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

アルインコ 株式会社（東証１部：5933）  

講師 代表取締役社長  小山 勝弘氏 

2014年12月1日に東証1部へ上場しました。建設用仮設足場の製造・販売、レンタルをコア事業とした多角

化が特徴です。新たな市場の創出と積極的な海外展開により成長戦略を描きます。 

１３：３５～ 

オリックス 株式会社（東証１部：８５９１） 

講師 取締役 兼 代表執行役副社長・グループ CFO  浦田 晴之氏 

オリックスは 1964年にリースからスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、

資産運用、自動車関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。 

１４：４０～ 

ハウスコム 株式会社（ＪＱスタンダード：３２７５） 
講師 代表取締役社長  田村 穂氏  

不動産賃貸仲介業で業界 4位。2015年 3月期は増収増益で売上・利益ともに上場以来の最高額を達成。

首都圏、中部圏、関西圏を中心に 143店舗（2015年 3月末日現在）を直営店舗展開している。 

 
＜７月１３日 （月） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

本多通信工業 株式会社（東証２部：６８２６）  

講師 代表取締役社長  佐谷紳一郎氏 

"早い・軽い・上手い"を行動指針に、「この分野ならHTKに限る」と評価していただけるような、特定分野で

強い商品を複数持つ『Segments No.1プロバイダ』を目指しています。  

１３：３５～ 

インフォテリア 株式会社（東証マザーズ：３８５３） 
講師 代表取締役社長  平野 洋一郎氏 

1998年に国内初の XML専業ソフトウェア会社として設立されたインフォテリア株式会社は、企業内の多種

多様なコンピューターやデバイスの間を接続するソフトウェアやサービスを開発・販売しています。 

１４：４０～ 

株式会社 テンポスバスターズ（ＪＱスタンダード：２７５１） 
講師 代表取締役  平野 忍氏  

厨房機器販売を始め、飲食店開業に必要な事項を網羅的に提供。特にリサイクル厨房用品が強く求めら
れ、競合先のない強みを生かし独走体制にある。子会社ステーキの「あさくま」を始め好調！ 

＜７月１５日 （水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

東邦システムサイエンス 株式会社（東証１部：４３３３） 

講師 代表取締役社長  村上 宣夫氏 

生命保険会社の関連会社として発足した経緯から、金融系システム開発を主力とした業務系システム開

発会社（ソフトウェア）です。また、地震速報など身近なシステムも手掛けております。 

１３：３５～ 

GMO TECH 株式会社（東証マザーズ：６０２６） 
講師 代表取締役社長 CEO  鈴木 明人氏 

東証１部上場のGMOインターネット株式会社のグループ企業としてテクノロジーを駆使し、Webマーケティ

ング、スマートフォン集客事業を展開。現在は海外展開の強化も実施。 

１４：４０～ 

株式会社 システム ディ（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 

学園や健康増進施設、薬局、民間企業・公共団体等向けの業種・業務特化ソフトウェアを開発・販売する京

都のIT企業。パッケージソフトやクラウドサービスで全国3,000以上のユーザに提供。 



 

＜７月１６日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 ＡＯＩ Ｐｒｏ．(東証１部：９６０７） 

講師 代表取締役社長  中江 康人氏 

テレビCMとWebサイト・動画の企画・制作等を行う総合コンテンツ制作会社。ネットを中心とする動画コンテ

ンツマーケティング事業やアジアへのグローバル展開など事業領域を拡大しています。 

１３：３５～ 

株式会社 レオパレス 21（東証１部：８８４８） 
講師 執行役員 経営企画部 広報･IRグループ部長  宮尾 文也氏 

アパートの建築請負と賃貸を中心に、住まいに関するサービスをワンストップで提供。全国に約 55万室の

アパートを管理。前期から 3 ヵ年の中期経営計画をスタートさせ、更なる業績向上を目指す。 

１４：４０～ 

株式会社 ミライト・ホールディングス（東証１部：１４１７） 

講師 執行役員 ＩＲ室長  熊崎 潤氏 

７０年にわたる通信インフラの構築技術を基に、「総合エンジニアリング＆サービス会社」としてＩＣＴ、社会

インフラ・エネルギーなど幅広い分野で事業領域の拡大を推進。 

 

＜７月２２日 （水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 ソケッツ（東証１部：８６９７） 

代表取締役社長 浦部 浩司氏 

データベース･サービスカンパニー。音楽・映像など日本最大級のメディアデータベース「MSDB（メディア

サービス・データベース）」を開発し、人の「興味」や「気づき」をつなぐサービスを実現します。 

１３：３５～ 

〈講演会〉テーマ  「もめない相続に備える」 
講師 日本証券アナリスト協会 ＰＢ教育企画部 部長  大澤 静香氏 

相続対策は相続税を減らすことだけに限りません。子孫へいかに円満に財産を分けるか、そして、自分の

思い（心）を、どのようにつなげるかも含めて、気をつけておくべき事柄を事例をもとに説明します。 

１４：４０～ 

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  荻田 和宏氏 

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。 

 

 

 

※参加のお申込みは、次ページの「参加申込書」をご利用ください。 



＜第４５回 個人投資家向け会社説明会＞                                  申込日  年 月 日 

参加申込書 

①氏名・性別（必須） 
ふりがな 

氏 名 
□男性 □女性 

□今回初の 

参加申込 

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 

７月７日 

(火) 

12:30～13:20 東１ ８８１８ 京阪神ビルディング(株) □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ４３４７ ブロードメディア(株) □ 

14:40～15:30 東１ ３４０７ 旭化成(株) □ 

７月９日 

(木) 

12:30～13:20 東１ ５９３３ アルインコ(株) □ 

13:35～14:25 東１ ８５９１ オリックス(株) □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ３２７５ ハウスコム(株) □ 

７月１３日

(月) 

12:30～13:20 東 2 ６８２６ 本多通信工業(株) □ 

13:35～14:25 東マ ３８５３ インフォテリア(株) □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ２７５１ (株)テンポスバスターズ □ 

７月１５日
(水) 

12:30～13:20 東１ ４３３３ (株)東邦システムサイエンス □ 

13:35～14:25 東マ ６０２６ GMO TECH(株) □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ３８０４ (株)システム ディ □ 

７月１６日

(木) 

12:30～13:20 東１ ９６０７ (株)ＡＯＩ Ｐｒｏ． □ 

13:35～14:25 東１ ８８４８ (株)レオパレス 21 □ 

14:40～15:30  東１ １４１７ (株)ミライト・ホールディングス □ 

７月２２日

(水) 

12:30～13:20 東マ ３６３４ (株)ソケッツ □ 

13:35～14:25 － － 講演会 □ 

14:40～15:30 東１ ２７４９ (株)JPホールディングス □ 

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 
□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。 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp

