
東京開催 

個人投資家向けＩＲセミナーの参加者募集中！ 

 ２０１８年９月：７日間にわたり開催します  

 

◆会場       日経茅場町カンファレンスルーム （日経茅場町別館 B1F） 
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－６－１  

◆最寄駅      東西線茅場町駅（出口６番・１１番）徒歩約２分、 

◆定員        先着 150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、８月３０日（木）までにお願いします。 

 

 

 

＜９月６日 （木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ムサシ （JASDAQ：７５２１） 

講師 代表取締役社長 羽鳥 雅孝 氏 

文書やマイクロフィルムのデジタル化業務や印刷機材、紙・紙加工品を取り扱うほか、業界トップの選

挙機材や貨幣処理機器の開発製造を行っています。 

１３：３５～ 

株式会社ティーガイア （東証１部：３７３８） 

講師 執行役員 経営企画担当 塩屋 知之 氏 

日本最大の携帯電話販売会社として、モバイル事業、ソリューション事業、決済サービス事業等を通

じ、お客様の快適なスマートライフをサポート。株主還元を重視し、配当性向 30%を維持。 

１４：４０～ 

株式会社レオパレス２１ （東証１部：８８４８） 

講師 取締役常務執行役員 経営企画本部 経営企画・IR担当 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提供。全国に 57 万室のアパートを管

理。昨年 3ヵ年の中期経営計画を発表し、安定的な業績の維持とバランスシート重視の経営を目指す。 

  

第６５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） 



 

＜９月７日 （金） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

ピクスタ株式会社 （東証マザーズ：３４１６） 

講師 代表取締役社長 古俣 大介 氏 

写真・イラスト・動画等のデジタル素材マーケットプレイス「PIXTA」を運営。創業以来 13 期連続増収。東南・東アジ

ア展開や出張撮影マッチングサービス「fotowa」等の新規事業への投資にも注力。 

１３：３５～ 

AOI TYO Holdings株式会社 （東証１部：３９７５） 

講師 専務取締役 譲原 理 氏 

広告コンテンツの戦略立案・企画・制作を行う AOI Pro.と TYO の共同持株会社。国内最大規模のテレビ CM 制作

事業を柱に広告・映像分野の幅広いクリエイティブサービスを手掛ける。 

１４：４０～ 

堺化学工業株式会社 （東証１部：４０７８） 

講師 取締役 佐野 俊明 氏 （IR担当） 

当社はおかげさまで本年創業 100 周年を迎えました。これからも化学をベースに機能素材の創造・提供を通して、

地球環境、社会、人にやさしい未来づくりに貢献してまいります。 

 

＜９月１３日 （木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

サンケン電気株式会社 （東証１部：６７０７） 

講師 財務 IR統括部 統括部長 後藤 明弘 氏 

サンケン電気はパワー半導体を中心としたパワーエレクトロニクスメーカーです。電子化の進む自動車をはじめ、

白物家電や AV機器、産業機器、OA機器など様々な分野に向けた製品を提供しています。 

１３：３５～ 

KYB株式会社 （東証１部：７２４２） 

講師 常務執行役員 経理副本部長 野々山 秀貴 氏 

独立系の油圧機器国内最大手として、様々な油圧技術をベースに自動車、二輪車、建設機械、鉄道、ミキサ車な

ど、幅広い分野に製品を提供し、国内外で高いマーケットシェアを獲得しています。 

１４：４０～ 

株式会社グッドコムアセット （東証１部：３４７５） 

講師 代表取締役社長 長嶋 義和 氏 

当社グループは、新築の投資用マンションの企画、開発、販売、管理を行っており、東京 23 区を中心に、駅から徒

歩 10 分圏内に建設し、エントランス付近に壁面緑化を施しております。 

 
＜９月１４日 （金） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ソフト９９コーポレーション （東証１部：２４４５） 

講師 経営企画室 主任 木場 睦 氏  

フクピカ、ガラコなどのカー用品や家庭用品の製造販売を行っています。くらしの中で「あたりまえ」になったと感じ

ていただけるような製品・サービスを提供し新たな生活様式の創出を目指します。 

１３：３５～ 

ローランド ディー. ジー. 株式会社 （東証１部：６７８９） 

講師 代表取締役社長 藤岡 秀則 氏 

業務用インクジェットプリンターなどのデジタルプリンティング事業と、デンタル（歯科医療）と 3D ものづくり分野の

3D事業を通じて、社会や産業の変化に適合したソリューションを提供します。 



１４：４０～ 

株式会社日本取引所 （東証１部：８６９７） 

講師 広報・IR部長 三輪 光雄 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。 

 

＜９月１８日 （火） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

デクセリアルズ株式会社 （東証１部：４９８０） 

講師 上席執行役員 総合企画部門長 左奈田 直幸 氏 

当社はニッチな領域で世界シェアの高い電子材料を提供しているメーカーです。強みである最先端の材料開発、

生産・プロセス技術の開発力に磨きをかけ、持続的な成長を目指しています。 

１３：３５～ 

いちごグリーンインフラ投資法人（東証インフラファンド：９２８２） 

講師 いちご投資顧問株式会社 上席執行役グリーンインフラ本部長 日色 隆善 氏 

いちごグリーンインフラ投資法人は、「インフラ」という新たなアセットタイプへの投資機会を提供し、長期にわたる安

定性と成長性の両面を追求した運用を通じて投資主価値の最大化を目指します。 

１４：４０～ 

株式会社エラン （東証１部：６０９９） 

講師 代表取締役社長 櫻井 英治 氏 

当社は「手ぶらで入院」「手ぶらで退院」を可能にする CSセット（入院生活に必要な日用品のレンタルサービス）を

全国の病院、介護施設に展開する入院セットビジネスのリーディングカンパニーです。 

 

＜９月２５日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

東鉄工業株式会社 （東証１部：１８３５） 

講師 代表取締役社長 柳下 尚道 氏  

鉄道専門技術を活かした総合建設業として、安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献しておりま

す。鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、高い専門的技術力と安定した受注が強みです。 

１３：３５～ 

不二電機工業株式会社 （東証１部：６６５４）  

講師 代表取締役社長 八木 達史 氏  

電力、工業、交通などの社会インフラ分野を支える電気制御機器の専業メーカー。重電機器市場の深耕、一般産

業市場の開拓、海外市場の開拓を基軸に据えて、付加価値の高い製品開発を更に強化する。 

１４：４０～ 

株式会社シルバーライフ （東証マザーズ：９２６２） 

講師 代表取締役社長 清水 貴久 氏  

高齢者向け配食サービス「まごころ弁当」「配食のふれ愛」600店舗の FC本部。FC店舗に調理済みの食材を製

造、販売。他、高齢者施設等への食材販売、他社ブランド冷凍弁当製造も行っている。 

 

  



 

＜９月２７日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

トラストホールディングス株式会社 （東証マザーズ：３２８６） 

講師 代表取締役社長 喜久田 匡宏 氏  

駐車場事業・不動産事業を柱に、『医』『食』『住』の環境が整った地域社会の形成を目指して事業を展開しておりま

す。 

１３：３５～ 

ERIホールディングス株式会社 （東証１部：６０８３） 

講師 代表取締役社長 増田 明世 氏 

当社グループは、建築物の建築確認や住宅性能評価を担う大臣指定の検査機関を中心に構成された、建物検査

の分野で最大の企業集団です。近年は M&Aにより中核事業、関連事業の拡大を進めています。 

１４：４０～ 

シュッピン株式会社 （東証１部：３１７９） 

講師  取締役 CFO 辻本 拓 氏 

インターネットを利用して「価値ある新品と中古品」を安心、安全に取引できるマーケットを創造し社会貢献すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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６５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 

9 月 6 日 

(木) 

12:30～13:20 JQ 7521 （株）ムサシ □ 

13:35～14:25 東① 3738 （株）ティーガイア □ 

14:40～15:30 東① 8848 （株）レオパレス 21 □ 

9 月 7 日 

(金) 

12:30～13:20 東マ   3416 ピクスタ（株） □ 

13:35～14:25 東① 3975 AOI TYO Holdings（株） □ 

14:40～15:30 東① 4078 堺化学工業(株) □ 

9 月 13 日

（木) 

12:30～13:20 東① 6707 サンケン電気(株)  □ 

13:35～14:25 東① 7242 KYB（株） □ 

14:40～15:30 東①  3475 （株）グッドコムアセット □ 

9 月 14 日

（金) 

12:30～13:20 東②  4464 (株)ソフト９９コーポレーション □ 

13:35～14:25 東①  6789 ローランド ディー. ジー.(株) □ 

14:40～15:30 東① 8697 （株）日本取引所グループ □ 

9 月 18 日

（火) 

12:30～13:20 東① 4980 デクセリアルズ（株） □ 

13:35～14:25 インフラ 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 □ 

14:40～15:30 東①  6099 （株）エラン □ 

9 月 25 日

（火) 

12:30～13:20 東① 1835 東鉄工業（株） □ 

13:35～14:25 東① 6654 不二電機工業（株） □ 

14:40～15:30 東マ 9262 (株)シルバーライフ □ 

9 月 27 日

（木) 

12:30～13:20 東マ 3286 トラストホールディングス（株） □ 

13:35～14:25 東① 6083 ERI ホールディングス（株） □ 

14:40～15:30 東① 3179 シュッピン（株） □ 

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     

 

□アナリストジャーナル同封のチラシ 

□開催企業のホームページおよびＥメール 

□その他（                   ）  

《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、８月３０日（木）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 個人投資家向け IRセミナー担当 

E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp   FAX：03-3666-5843 

《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。 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp

