
東京開催 

個人投資家向けＩＲセミナーの参加者募集中！ 

 ２８年２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。 

 

 

 

＜２月９日 （火） ＞ 
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  宮嶌 裕二氏 

“地方を活性化”をテーマに実際に移動して楽しむ位置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供中。 

１３：３５～ 

 株式会社 メディカルシステムネットワーク（東証１部：4350） 

講師 代表取締役社長  田尻 稲雄氏 

ＩＴを活用し、医薬品卸売り会社と調剤薬局の受発注・決済等を代行する国内オンリーワンのビジネス

モデルを有する医薬品ネットワーク事業と、地域に密着した調剤薬局事業を中核として展開。 

１４：４０～ 

株式会社 ドリームインキュベータ（東証１部：４３１０） 

講師 代表取締役社長  堀 紘一氏 

当社は、戦略コンサルティングやビジネスプロデュース支援サービス等のプロフェッショナル・サービ

ス、及びグループ会社への事業投資、ベンチャー企業への営業投資を通じて、新たな事業や産業の創

造・成長支援を行う「The Business Producing Company」です。 

 

第４９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） 



＜２月１０日 （水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 ＦＰＧ（東証１部：7148） 

講師 経理部担当執行役員 久保出 健二氏 

２００１年設立の独立系の金融サービス会社。 航空機、船舶、海上輸送用コンテナを対象とした日

本型オペレーティング・リース事業をアレンジするタックス・リース・アレンジメント事業を中心に、不動

産、保険、投資顧問、信託等の事業を行っており、高収益企業や個人富裕層に向けた様々な金融商品

をワンストップで提供している。 

１３：３５～ 

夢の街創造委員会株式会社 （JASDAQ：2484） 

講師 代表取締役社長 中村 利江氏 

インターネットサイト『出前館』の運営は、ユーザー様・加盟店様双方に価値をもたらすサービスとして

拡大を続けております。 

１４：４０～ 

株式会社エックスネット（東証１部：４７６２） 

講師 代表取締役社長 茂谷 武彦氏 

当社は創業以来、銀行、生損保等の機関投資家向けに月額利用料で資産運用管理システム

（「XNETサービス」）を提供しています。高い収益率と強固な財務基盤、高い配当利回りが特徴です。 

 
＜２月１６日 （火） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

フランスベッドホールディングス株式会社（東証１部：７８４０） 

 講師 代表取締役社長 池田 茂氏 

かつての中心事業は家庭用ベッドの製造、販売でしたが、現在の主力事業は介護用ベッド等の開

発、レンタルを中心とした介護関連事業で、シルバービジネス全般に注力することで、更なる成長を目

指しております。 

１３：３５～ 

萩原電気 株式会社（東証１部：７４６７） 
講師 執行役員 宮本 敬三氏 

自動車向け電子部品、IT、産業コンピュータが主力の技術商社。デバイスからシステムまでお客様に

ベストプラクティスを提供するワンストップソリューション・グローバルサプライヤーを目指す。 

１４：４０～ 

株式会社ココカラファイン（東証１部：３０９８） 

講師 執行役員 経営戦略本部 IR・広報部長 森 俊一氏 

１３００店超のドラッグストア・調剤薬局運営を中核としてヘルスケア関連事業を幅広く展開している東

証一部上場企業です。「おもてなし」を通じてお客様への価値の提供に注力しています。 

 
＜２月１８日 （木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション（JASDAQ：６062） 

講師 代表取締役社長 下村 隆彦氏 

首都圏・近畿圏において「チャーム」「チャームスイート」等のブランドで介護付有料老人ホームを中心

に２８ホームを展開。中長期的に売上高２００億円、４，０００居室を超える運営を目指しております。 

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 

当社は日本 ERI 株式会社の単独株式移転により設立された持株会社です。当社グループは建築確

認検査や住宅性能評価を主力業務とする建築物等の専門的第三者機関として、事業展開しておりま

す。 

１４：４０～ 

オリックス株式会社（東証１部：８５９１、ニューヨーク：IX） 

講師 経営企画部 課長 原 知子氏 
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。 



 

＜２月２３日 （火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

伊藤忠商事株式会社（東証１部：８００１） 

講師 IR室長 中島 聡氏 

総合商社大手。フルーツの「Dole」や、繊維関連ブランドなど、多くの生活消費関連ビジネスを手掛け

る。今年度、新中期経営計画「Brand-new Deal 2017」を発表。期間中に分利益 4,000億円の基盤つくり

を目指し、挑戦していく。 

１３：３５～ 

株式会社スカパーJSATホールディングス（東証１部：９４１２） 
講師 取締役 仁藤 雅夫氏 

スカパーJSAT グループは、日本最大の衛星多チャンネル放送「スカパー！」と、アジア最大の衛星

通信事業を展開する、日本で唯一の通信・放送企業グループです。 

１４：４０～ 

株式会社 三菱ケミカルホールディングス（東証１部：４１８８） 

講師 広報・IR室 IRグループマネジャー 四十物 大州氏 
企業活動を通じて「時を越え、世代を超え、人と社会、そして地球の心地よさが続く状態」を表した

KAITEKIの実現をめざし、機能商品、ヘルスケア、素材の３分野で事業展開する総合化学会社。 

＜２月２４日 （水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 M&Aキャピタルパートナーズ（東証１部：６０８０） 

講師 代表取締役社長 中村 悟氏  

中堅・中小企業に特化したM＆A仲介事業を展開。事業承継に悩みを抱えるオーナー経営者に対し、

友好的かつ発展的なM&Aによる問題解決をサポート。顧客納得性の高い手数料体系が強み。 

１３：３５～ 

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  

「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、介護施設に展開中。２０１４年１１月マザーズ上場、２０１５年１１月東証１部へ市場変更。 

１４：４０～ 

サムシングホールディングス株式会社 （JASDAQグロース：１４０８） 

講師 代表取締役社長 前 俊守氏  
戸建住宅や商業施設、介護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、住宅検査業務及びベトナム国において海外事業を展開。 

＜２月２５日 （木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社 システムディ （JASDAQ：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３，５００以上のユーザーに提供。 

１３：３５～ 

株式会社桧屋ホールディングス（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～ 

北越工業株式会社（東証１部：６３６４） 

講師 代表取締役社長 寺尾 正義氏 

１９３８年にスタートした当社は、建設・産業機械用コンプレッサ・発電機・高所作業車において、世界を
リードする技術と品質で、社会や産業の豊かな発展に貢献してまいります。 

※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４９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 

２月９日 

(火) 

12:30～13:20 東マ 3912 (株)モバイルファクトリー □ 

13:35～14:25 東 1 4350 (株)メディカルシステムネットワーク □ 

14:40～15:30 東 1 4310 (株)ドリームインキュベータ □ 

２月１０日 

(水) 

12:30～13:20 東 1 7148 (株)FPG □ 

13:35～14:25 JQS 2484 夢の街創造委員会(株) □ 

14:40～15:30 東 1 4762 (株)エックスネット □ 

２月１６日

（火) 

12:30～13:20 東 1 7840 フランスベッドホールディングス(株) □ 

13:35～14:25 東 1 7467 萩原電気(株) □ 

14:40～15:30 東 1 ３098 （株）ココカラファイン □ 

２月１８日
(木) 

12:30～13:20 JQS 6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション  □ 

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

14:40～15:30 東 1 8591 オリックス(株) □ 

２月２３日

(火) 

12:30～13:20 東 1 8001 伊藤忠（株） □ 

13:35～14:25 東 1 9412 スカパーJSATホールディングス □ 

14:40～15:30 東 1 4188 （株）三菱ケミカルホールディングス □ 

２月２４日

(水) 

12:30～13:20 東 1 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) □ 

13:35～14:25 東 1 6099 (株)エラン □ 

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

２月２５日

(木) 

12:30～13:20 JQS 3804 (株)システムディ  □ 

13:35～14:25 名 2 1413 (株)桧家ホールディングス □ 

14:40～15:30 東 1 6364 北越工業(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《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 個人投資家向け IR セミナー担当 

E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp   FAX：03-3666-6610 

《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

