
東京開催 

個人投資家向けＩＲセミナーの参加者募集中！ 
 ２７年１２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」のハガキを郵送します）。         
◆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）・ミュールなど、いわゆる

突っ掛け類の着装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。

 

 

 

＜１２月７日 （月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 エムティーアイ（東証１部：９４３８） 

講師 取締役  松本 博氏 

当社はスマートフォン等の携帯端末に「music.jp」「ルナルナ」等のコンテンツを配信し、月額有料会員

数は約 800 万人と独立系では No.1 規模となっています。当社の強みや今後の成長戦略について解説

します。 

１３：３５～ 

ホソカワミクロン 株式会社（東証１部：６２７７） 

講師 代表取締役社長  細川 悦男氏 

粉体関連機器の総合企業。来春創業 100 周年を迎える。技術開発、国際化、人材育成を企業理念に

掲げ、グローバルに事業を展開。急成長が進むアジア圏など新興国展開強化で更なる飛躍を目指す。

１４：４０～ 

フィンテック グローバル 株式会社（東証マザーズ：８７８９） 

講師 執行役員 事業統括部長  森上 克典氏 

企業を支援するブティック型投資銀行。投資銀行業務、企業投資を主力事業とし、「再生可能エネル

ギー事業」「地域活性化支援」「公共関連事業」「不動産事業」などの新たな領域に事業を拡大。 

 

第４８回 個人投資家向けＩＲセミナー 
プログラム（開催時間：各社 50分） 



＜１２月８日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

日本ペイントホールディングス 株式会社（東証１部：４６１２） 
講師 総務部 広報グループ マネージャー  木村 勝己氏 

1881 年創業の総合塗料メーカーとして 130 年超の歴史を有し、日本の塗料業界のリーディングカン

パニーとして我が国経済の一翼を担ってきました。2014 年 10 月に持株会社体制に移行し新たな成長

のステージに入っています。 

１３：３５～ 

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 

電子部品コネクタの老舗メーカー。「この分野なら HTK に限る」と評価いただけるような特定分野での

No.1 を複数持つ『Segments No.1 プロバイダ』を目指す。2020 年に向けて新中期計画“GC20”を策定、

過去最高業績を狙う。 

１４：４０～ 

サンフロンティア不動産 株式会社（東証１部：８９３４） 

講師 代表取締役社長  堀口 智顕氏 

土地勘を活かしたテナント斡旋力を強みに東京都心部に特化し、不動産再生を主軸とする会社で

す。今後は現業の拡大、Ｍ&Ａ、海外展開の成長戦略を基に事業を展開していきます。 

 
＜１２月９日 （水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

カンダホールディングス 株式会社（東証２部：９０５９） 

講師 代表取締役社長  勝又 一俊氏 

物流の総合商社として“カンダグループ”を形成し、出版物、医薬品、食品等の輸配送及び物流セン

ター業務の一括受託、現金の精査・輸送等の国内物流に加え、国際物流事業の拡大に取組む。 

１３：３５～ 

インターライフホールディングス 株式会社（ＪＱスタンダード：１４１８） 

講師 代表取締役社長  及川 民司氏 

当社は、店舗トータルサービスグループの持株会社として、グループの経営管理及びそれに附帯す

る業務を行っております。 

１４：４０～ 

ヘルスケア＆メディカル投資法人（東証不動産投資信託証券市場：３４５５） 

講師 ヘルスケアアセットマネジメント(株) 代表取締役社長  吉岡 靖二氏

本投資法人は平成27年3月19日に上場したヘルスケア施設特化型のリートです。高齢者向け施設・

住宅及び医療関連施設等のヘルスケア施設へ継続的に投資し、投資主価値の最大化を目指します。 

 
＜１２月１０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～ 

株式会社 共和電業（東証１部：６８５３）  
講師 代表取締役会長  星 淑夫氏 

ひずみゲージをコア技術とする応力計測の総合メーカー。自動車 R&D 部門や運輸交通分野に製品

を供給、今後はインフラモニタリング分野に注力。計測と制御を通じて、安全と安心を社会に提供。 

１４：４０～ 

株式会社 丹青社（東証１部：９７４３） 
講師 代表取締役社長  青田 嘉光氏 

当社は空間づくりのプロフェッショナルとして、調査・企画からデザイン・設計、制作・施工、運営まで、
空間づくりのあらゆるプロセスをサポートし、「こころを動かす空間」をつくりあげます。 

 



＜１２月１４日 （月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

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。 

１３：３５～ 

株式会社 日本取引所グループ（東証１部：８６９７） 
講師 広報・ＩＲ部長  多賀谷 彰氏 

日本取引所グループ（JPX）は、東京証券取引所､大阪取引所等を運営する取引所グループです｡株

式からデリバティブまで幅広い金融商品の総合的な市場取引サービスを提供しています。 

１４：４０～ 

バリューコマース 株式会社（東証１部：２４９１） 
講師 取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知氏 

日本で初めてアフィリエイト広告（成果報酬型のインターネット広告）を提供開始。インターネットから実

店舗への送客や販売支援など、インターネットを超えたサービス提供にも取り組んでいます。 

＜１２月１５日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

リコーリース 株式会社（東証１部：８５６６）  

講師 代表取締役社長  松石 秀隆氏 

当社はリコー製品を中心に、医療・介護、環境関連等、各分野の製品を取り扱う総合リース会社で

す。加えて、集金代行などお客様の経営効率化を支援する様々な金融サービスを展開しています。 

１３：３５～ 

オリンパス 株式会社（東証１部：７７３３） 
講師 課長代理  森 紀昭氏 

オリンパスは医療を中心に幅広い分野で研究開発に取組んでいます。特に消化器内視鏡は世界シ

ェア 70％以上。診断から治療まで世界の人々の心と体を思いやる医療環境の実現に貢献し続けます。

１４：４０～ 

GMO アドパートナーズ 株式会社（ＪＱスタンダード：４７８４） 
講師 代表取締役社長  橋口 誠氏 

当社は急成長する GMO インターネットグループの中で、「インターネット広告メディア事業」の中核を担
っており、最新アドテクノロジー開発も手掛ける「総合ネット広告代理店グループ」です。 

＜１２月１７日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

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。首都圏、中部圏、関西圏を中心に 147 店舗（2015 年 10 月 17 日現

在）を直営店舗展開しています。「賃貸サービス業」として 100 億円企業を目指して成長拡大中です。 

１３：３５～ 

伯東 株式会社（東証１部：７４３３） 

講師 代表取締役社長  杉本 龍三郎氏 

当社は、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化

を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、エレクトロニクス及びケミカル関連事業を展開しています。 

１４：４０～ 

株式会社 G-7 ホールディングス（東証１部：７５０８） 

講師 代表取締役社長  金田 達三氏 

オートバックス、業務スーパーのフランチャイジー最大手。一昨年より東南アジアにも進出。中期計画
の最終年度で、創業 40 周年を迎える今期は売上高 1,000 億円、営業利益 40 億円を達成し、新たな目標
に向かってまい進いたします。 

※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４８回 個人投資家向けＩＲセミナー＞                        申込日  年 月 日 

参加申込書 
① 氏名・性別・初参加の有無 

（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ように建物

名・会社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

１２月７日 

(月) 

12:30～13:20 東 1 9438 (株)エムティーアイ □ 

13:35～14:25 東 1 6277 ホソカワミクロン(株) □ 

14:40～15:30 東マ 8789 フィンテック グローバル(株) □ 

１２月８日 

(火) 

12:30～13:20 東 1 4612 日本ペイントホールディングス(株) □ 

13:35～14:25 東 2 6826 本多通信工業(株) □ 

14:40～15:30 東 1 8934 サンフロンティア不動産(株) □ 

１２月９日

（水) 

12:30～13:20 東 2 9059 カンダホールディングス(株) □ 

13:35～14:25 JQS 1418 インターライフホールディングス(株) □ 

14:40～15:30 東証ＲＥＩＴ市場 ３４５５ ヘルスケア＆メディカル投資法人 □ 

１２月１０日
(木) 

12:30～13:20 東 1 5933 アルインコ㈱ □ 

13:35～14:25 東 1 6853 (株)共和電業 □ 

14:40～15:30 東 1 9743 (株)丹青社 □ 

１２月１４日

(月) 

12:30～13:20 東 1 2749 (株)ＪＰホールディングス  □ 

13:35～14:25 東 1 8697 (株)日本取引所グループ □ 

14:40～15:30 東 1 2491 バリューコマース(株) □ 

１２月１５日

(火) 

12:30～13:20 東 1 8566 リコーリース(株) □ 

13:35～14:25 東 1 7733 オリンパス(株) □ 

14:40～15:30 JQS 4784 GMO アドパートナーズ(株) □ 

１２月１７日

(木) 

12:30～13:20 JQS 3275 ハウスコム(株)  □ 

13:35～14:25 東 1 7433 伯東(株) □ 

14:40～15:30 東 1 7508 (株)G-７ホールディングス □ 

⑤このセミナーを
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《申込先》宛てにこの「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、封書、ハガキによるお申込み
の場合は、上記①～⑤の項目をご記入の上ご送付ください。なお電話によるお申込みは受付
けておりませんのでご了承願います。 

《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 ＩＲセミナー担当 

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、通信連絡および内部管理資料作成のみに使用します。 


