
東京開催 

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！ 

☆☆２６年８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。また、サンダル、ミュ

ール等での入場はご遠慮いただいております。     
◆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４０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） 

＜８月１９日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

〈株式基調講演会〉テーマ  「アベノミクスが変える日本の株式市場」 

講師 大和住銀投信投資顧問株式会社 経済調査部 部長 門司 総一郎氏 

安倍政権が発足してから1年半が経過しましたが、この間景気は回復、株価も大きく上昇しています。当初

想定を大きく上回る実績を上げていますが、安倍政権がここまで成功した理由や今後の予想されるアベノミ

クスの展開、その株式市場への影響などについて考えてみます。 

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。 

 
＜８月２０日 （水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 ＩＢＪ（ＪＱスタンダード：６０７１）  

講師 代表取締役社長 石坂 茂氏 

結婚と豊かな人生設計を支援するITベンチャー。婚活事業だけでなく、ライフデザインメディア（ウェディン

グ、妊活等）への社会貢献サービス拡大を図る。海外展開では、台湾に合弁会社を設立。 

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。 

１４：４０～ 

サムティ株式会社 （ＪＱスタンダード：３２４４） 

講師 代表取締役社長  江口 和志氏 

多様な保有資産から安定的な賃料収入を基盤とする不動産賃貸事業と、収益不動産やマンションの企画

開発・賃貸募集・販売を行う不動産事業に加え、不動産管理やホテル運営も行う総合不動産会社 



＜８月２１日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

日本管理センター株式会社（東証２部：３２７６） 

講師 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明氏 

当社は、「不動産オーナーの資産価値の最大化」をテーマに掲げ、不動産オーナーから不動産物件を一括
して借上げ、これを一般入居者に転貸するサブリース事業を全国で展開しています。    

１３：３５～ 

トラストホールディングス株式会社（東証マザーズ・福証Q-Board：３２８６） 

講師 代表取締役社長  喜久田 匡宏氏 

「トラストパーク」の名称で全国に展開する駐車場事業と分譲マンションを中心とした不動産事業を柱に、警

備事業、温浴事業、メディカルサポート事業など持株会社化を機に業容を拡大中。 

１４：４０～ 

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 

関東圏を中心に、木造住宅の注文･分譲、断熱材､リフォーム、戸建賃貸経営支援等を行う。前期は、断熱材

子会社が上場、介護･保育事業を手掛ける企業をグループ傘下に収め新規事業として展開する。 

＜８月２５日 （月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社バリューH R（ＪＱスタンダード：６０７８） 

講師 代表取締役社長  藤田 美智雄氏 

企業・健康保険組合・個人向けに独自の「バリューカフェテリア®システム」を軸に健康管理サービスを提供。

データ管理における自社の強みを活かし、「健康管理のインフラ企業」を目指す。 

１３：３５～ 

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。 

１４：４０～ 

サムシングホールディングス株式会社（ＪＱグロース：１４０８） 
講師 代表取締役社長  前 俊守氏 

戸建住宅から中・大規模建築物を対象とした地盤調査・地盤改良工事や、太陽光発電関連工事を行う地盤

改良事業を柱に、保証事業、地盤システム事業、住宅検査業務及び海外事業を展開。 

＜８月２６日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社アーバネットコーポレーション （ＪＱスタンダード：３２４２） 

講師 代表取締役社長  服部 信治氏 

設計会社からスタートしたマンションデベロッパー、｢ものづくり｣にこだわり、開発地域を東京 23区に集中し

た投資用ワンルームマンションを事業の中核にして、ファミリーマンションも開発分譲しています。 

１３：３５～ 

オカダアイヨン株式会社 （東証１部：６２９４） 

講師 代表取締役社長  苅田 俊幸氏 

当社は創業75年の建物解体用建機・環境関連機械のトップブランドメーカーです。今後も環境作りに役立つ

製品を開発・販売し、社会に貢献してまいります。 

 
１４：４０～ 

 

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション （ＪＱスタンダード：６０６２） 

講師 代表取締役社長  下村 隆彦氏 

近畿圏において「チャーム」「チャームスイート」等のブランドで有料老人ホームを合計 21ホーム展開。今期

は首都圏２ホーム、近畿圏４ホームの新規開設を進めており、更なる成長を目指します。 



 

 

＜８月２７日 （水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社トマト銀行（東証１部：８５４２） 

講師 取締役社長  髙木 晶悟氏 

岡山県を営業地盤とする地方銀行です。お客さまサービス改革、営業力パワーアップと、地域・経済社会へ
の貢献によりお客さま満足度地域ナンバーワンの「じぎん（地元の銀行）」を目指します。 

１３：３５～ 

エレコム株式会社（ＪＱスタンダード：６７５０） 
講師 取締役社長  葉田 順治氏 

人と機器を結びつける「ヒューマン・インターフェース」を事業領域とし、ＰＣ周辺機器だけでなく、市場が拡大

するスマートフォンやタブレット等のデジタル機器関連製品への進出を進めています。 

１４：４０～ 

イフジ産業株式会社（東証２部・福証：２９２４） 
講師 代表取締役社長  藤井 宗徳氏 

製菓・製パンの主原料である液卵、冷凍卵を、関東・名古屋・関西・福岡の 4 工場で年間約 4 万トン製造し、

大手製パン、製菓メーカーをはじめ全国のお客様に供給しております。 

 

＜８月２８日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１３：３５～ 

株式会社アビスト（ＪＱスタンダード：６０８７） 
講師 代表取締役社長  進 勝博氏 

ハイエンド３次元ＣＡＤをツールとして自動車関連等機械部品の設計開発及びソフトウェア開発を行う設計開

発アウトソーシング事業が主事業。その他、水素水製造販売や不動産賃貸事業も手掛ける。 

１４：４０～ 

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（ＪＱグロース：４５７６） 
講師 代表取締役社長  日高 有一氏 

創薬事業を行う1999年設立のバイオベンチャー。得意分野である眼科・循環器系等を中心とした基礎研究

に取り組む。製薬会社と共働し開発を進めている、緑内障治療剤は国内製造販売承認申請中。 

 

 

 

※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４０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 

８月１９日 

(火) 

12:30～13:20 株式基調講演会（大和住銀投信投資顧問（株） 門司総一郎氏） □ 

13:35～14:25 東マザーズ ３３９４ （株）ネットワークバリューコンポネンツ □ 

８月２０日 

(水) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ６０７１ （株） ＩＢＪ □ 

13:35～14:25 東 1 ２７４９ ㈱ＪＰホールディングス □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ３２４４ サムティ㈱ □ 

８月２１日

(木) 

12:30～13:20 東 2 ３２７６ 日本管理センター㈱ □ 

13:35～14:25 東マ・福証Ｑ ３２８６ トラストホールディングス㈱ □ 

14:40～15:30 名 2 １４１３ 桧家ホールディングス㈱ □ 

８月２５日
(月) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ６０７８ ㈱バリューH R □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ５９８９ ㈱エイチワン □ 

 14:40～15:30 ＪＱグロース １４０８ サムシングホールディングス㈱ □ 

 
８月２６日

(火) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ３２４２ ㈱アーバネットコーポレーション □ 

 13:35～14:25 東 1 ６２９４ オカダアイヨン㈱ □ 

 14:40～15:30 ＪＱＳ ６０６２ （株）チャーム・ケア・コーポレーション □ 

 
８月２７日

(水) 

12:30～13:20 東 1 ８５４２ ㈱トマト銀行 □ 

 13:35～14:25 ＪＱＳ ６７５０ エレコム㈱ □ 

 14:40～15:30 東 2・福証 ２９２４ イフジ産業㈱ □ 

 ８月２８日

(木) 

13:35～14:25 ＪＱＳ ６０８７ ㈱アビスト □ 

 14:40～15:30 ＪＱグロース ４５７６ ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 □ 

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。 

以上 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp

