
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、また、過度に肌を露出している服やランニングシャツ、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。

 

 

 

＜８月３日 （月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 モバイルファクトリー（東証マザーズ：３９１２） 

講師 代表取締役社長   宮嶌 裕二氏 

"地方を元気に" 実際に移動して楽しむ位置情報ゲームを使った誘客ツールとして O2O(オンライントゥ

オフライン)を大手企業や自治体に提案中。安定収益の月額コンテンツとの二本柱です。 

１３：３５～ 

株式会社 グリムス（ＪＱスタンダード：３１５０） 

講師 代表取締役社長   田中 政臣氏 

当社は一般家庭向けに太陽光、オール電化、HEMS 及び蓄電池販売、法人向けに電子ブレーカー、

LED 照明、エネルギーマネジメントシステム及び電力代理購入サービスの新規開拓を行っています。 

１４：４０～ 

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。 

 

第４６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６日 （木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

内外トランスライン 株式会社（東証１部：９３８４） 

講師 代表取締役社長  常多 晃氏 

豊富な運航サービスと海外ネットワークを武器に国際海上輸出混載輸送では国内屈指の高シェアを

誇る独立系、ノン・アセットの国際貨物輸送事業者。近年は海上輸入、航空、三国間輸送等にも注力。 

１３：３５～ 

アストマックス 株式会社（ＪＱスタンダード：７１６２） 

講師 代表取締役社長  本多 弘明氏 

アストマックスグループは、国内外の金融市場及び商品先物市場等における資産運用事業、並びに

再生可能エネルギーを利用した発電及び電気の供給に関する事業を展開しています。 

１４：４０～ 

イフジ産業 株式会社（東証２部：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 4.5 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１８日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 インターワークス（東証マザーズ：６０３２）  

講師 代表取締役社長  雨宮 玲於奈氏 

特定の業種や職種に特化した求人サイトの企画、運営を行う。主力の「工場WORKS」では自動車業

界、機械業界を中心に求人を掲載。全ての雇用形態に対応し、業界特化しているため専門性と利便性

が特徴。 

１３：３５～ 

〈講演会〉 「やさしく学ぶ相続の基礎知識とエンディングノートの書き方」 

講師 日本証券アナリスト協会 ＰＢ資格試験委員会 委員 今村 幸雄氏

相続の基礎知識を踏まえて、自分にとって本当に必要な相続対策は何かを考えましょう！また、万

が一のときご家族があわてないで済むエンディングノートの書き方についてもお話しします。 

 
 

＜８月２０日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

萩原工業 株式会社（東証１部：７８５６）  

講師 代表取締役社長  萩原 邦章氏 

あなたの近くにきっとある。人々の生活から産業活動まで、暮らしの中のあらゆるシーンで萩原工業

のフラットヤーン関連製品とスリッター等の産業機械が活躍しています。  

１３：３５～ 

トラストホールディングス 株式会社（東証マザーズ：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、不動産小口化事業、水素水事業、メディカルサービス事業等、『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います。 

 

 

 



＜８月２１日 （金） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

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。 

１３：３５～ 

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 

持株会社として子会社の経営支援等を行う。グループ企業は関東圏を中心に、注文住宅事業、不動

産事業、介護保育事業、リフォーム・外構事業、戸建賃貸住宅の請負事業及び全国規模で断熱材事業

を展開する。 

１４：４０～ 

株式会社 グランディーズ（東証マザーズ・福岡 Q-Board：３２６１） 

講師 代表取締役社長 亀井 浩氏 

当社は建売住宅販売および投資用マンション・分譲マンション販売を主たる事業として、大分県と宮

崎県で不動産販売事業を展開しています。売上高は4期連続、利益は5期連続で最高を更新中です。 

＜８月２４日 （月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント（東証１部：４７０９） 

講師 代表取締役社長  舩越 真樹氏 

独立系情報サービス企業として、コンサルティングからソフトウェア開発、システム運営管理、クラウ

ド・セキュリティ、BPOまで、トータルなITアウトソーシングサービスを提供しています。 

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スタンダード：１４０８） 

講師 代表取締役社長  前 俊守氏 

戸建住宅や商業施設等を対象とした地盤調査・地盤改良工事を柱に、保証事業、地盤システム事

業、住宅検査業務及びシンガポール・ベトナムでの海外事業を展開。 

＜８月２７日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 セルシード（ＪＱグロース：７７７６） 

講師 代表取締役社長  橋本せつ子氏 

当社は、細胞シート工学という日本発の革新的再生医療技術を基盤として様々な細胞シート再生医

療製品を開発し、その世界普及を目指しています。 

１３：３５～ 

株式会社 エラン（東証マザーズ：６０９９） 

講師 代表取締役社長  櫻井 英治氏 

「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サービス）を全

国の病院、介護施設に展開。ストック型ビジネスの特徴を生かし、8 期連続増収増益中です。 

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。 

※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４６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・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・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３日 

(月) 

12:30～13:20 東マ ３９１２ (株)モバイルファクトリー □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ３１５０ (株)グリムス □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ４３４７ ブロードメディア(株) □ 

８月６日 

(木) 

12:30～13:20 東１ ９３８４ 内外トランスライン(株) □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ７１６２ アストマックス(株) □ 

14:40～15:30 東 2 ２９２４ イフジ産業(株) □ 

８月１８日

(火) 

12:30～13:20 東マ ６０３２ (株)インターワークス □ 

13:35～14:25 講演会「相続の基礎知識」（日本証券アナリスト協会 今村幸雄） □ 

８月２０日
(木) 

12:30～13:20 東１ ７８５６ 萩原工業(株) □ 

13:35～14:25 東マ ３２８６ トラストホールディングス(株) □ 

８月２１日

(金) 

12:30～13:20 東１ ７５０８ (株)G-7 ホールディングス □ 

13:35～14:25 名 2 １４１３ (株)桧家ホールディングス □ 

14:40～15:30 東マ・福 Q-B ３２６１ (株)グランディーズ □ 

８月２４日

(月) 

12:30～13:20 東１ ４７０９ (株)インフォメーション・ディベロプメント □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ５９８９ (株)エイチワン □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ １４０８ サムシングホールディングス(株) □ 

８月２７日

(木) 

12:30～13:20 ＪＱG ７７７６ (株)セルシード □ 

13:35～14:25 東マ ６０９９ (株)エラン □ 

14:40～15:30 東１ ８９３４ サンフロンティア不動産(株) □ 

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。 

 


