大阪開催

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！
☆☆２５年７月：４日間にわたり開催します☆☆
◆会場

大阪銀行協会 本館 7 階 大会議室

◆最寄り駅
◆定員
◆参加費

住所 〒540-0012 大阪市中央区谷町 3-3-5
地下鉄 中央線、谷町線「谷町 4 丁目」駅（6 番出口）徒歩 1 分
先着 200 名 （開催日までに「参加証」を郵送します。）
無料

無

第２７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 分間）
＜ ７月９日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
アルインコ 株式会社 （東証２部・大証２部：５９３３）
講師 代表取締役社長 小山 勝弘氏

１３：３０～

建設用仮設足場の製造･販売、レンタルをコアにした多角化が特徴です。「ニッチマーケットでトップ企業に」
を経営方針に、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。

株式会社 システムディ （JQ スタンダード：３８０４）
１４：４０～

講師 代表取締役会長兼社長

堂山 道生氏

教育機関や健康増進施設、薬局、民間企業・公共団体等向けの業種特化・業務特化ソフトウェアを開発し、
パッケージソフトやクラウド型で全国で 3,000 を超えるユーザに提供。

J トラスト 株式会社 （大証２部：８５０８）
１５：５０～

講師 代表取締役社長

藤澤 信義氏

J トラストは金融、不動産、アミューズメント等の事業会社を傘下に保有する持株会社。国内にとどまらず、
韓国の貯蓄銀行業にも参入し、グローバルな総合金融グループとして成長を続けています。

＜ ７月１０日（水） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社 ソケッツ （東証マザーズ：３６３４）

１３：３０～

講師 代表取締役社長 浦部 浩司氏
「人の気持ちをつなぐ」会社。日本最大級の音楽・映像等のメディアデータベース「MSDB」を開発・活用し、人
が感じる「興味」や「気づき」をつなぐサービスをインターネット上で実現します。

ホソカワミクロン 株式会社 （東証１部・大証１部：６２７７）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 宮田 清巳氏
粉体関連機器の総合企業。技術開発、国際化、人材育成を企業理念に掲げ、グローバルにビジネスを展
開。急成長が進むアジア圏など新興国への展開強化で更なる飛躍を目指す。

本多通信工業 株式会社 （東証２部：６８２６）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 佐谷 紳一郎氏
コネクタ専門メーカー。3 期連続赤字から V 字回復を達成。多品種少量に強みがあり、特定の分野で強い商
品を複数持つ“特徴と魅力のある Segments No.1 プロバイダ”を目指しています。

＜ ７月１１日（木） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 セレスポ （（JQ スタンダード：９６２５）
講師 代表取締役社長 稲葉 利彦氏

１３：３０～

全国規模の式典、国体等のスポーツイベント、展示会等各種イベントの、企画制作から、運営・設営までを請
け負うイベント総合企業。イベント・ソリューション・パートナーとして飛躍を目指す。

株式会社 グリムス （JQ スタンダード：３１５０）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

田中 政臣氏

当社は、個人のお客様に対しては太陽光発電システム及びオール電化の販売、法人のお客様に対しては
電子ブレーカー及び LED 照明の販売を行っております。

＜ ７月１２日（金） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

モリト 株式会社 （大証２部：９８３７）
１３：３０～

講師 常務取締役管理統轄本部長 一坪 隆紀氏
１００年の歴史と豊富な資金力を備え国内外に４３の拠点を持つ「グローバル成長企業」。服飾付属品や靴資
材、自動車内装品等、生活にかかわる部品を企画開発・生産・流通に至るまでグローバルに展開。

株式会社 トマト銀行 （東証１部・大証１部：８５４２）
講師 取締役社長 中川 隆進氏

１４：４０～

岡山県を主な営業地盤とする地方銀行です。お客さま目線に立ったサービスを確立し、地域経済の活性化
に貢献することで、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。

◆参加申込

下記あてに別添「参加申込書」をＦＡＸ、Ｅメール、封書、ハガキのいずれかに
て７月２日（火）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》

〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 11 階）
公益社団法人 日本証券アナリスト協会大阪事務所 担当窓口電話：06-6231-6234
E ﾒｰﾙ：s-osaka@saa.or.jp
FAX：06-6231-1426

《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。
③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。
以上

参加申込書
下記項目をご記入のうえ、下記申込先へＦＡＸ、Ｅメール、封書またはハガキ（Ｅメール、ハガキの場
合は下記項目をご記入ください）にて、７ 月２日（火）までにお申込みください。
なお、先着２００名様で締め切らせていただきます。
ふりがな

①氏名・性別（必須）

□男性

氏 名

②年 代

□20 代
住所（必須）

□30 代

□40 代

□50 代

□60 代

□女性

□70 代以上

〒
＜郵便物が確実に届く建物名・企業名も必ずご記入下さい＞

③連絡先
電話（必須）

Ｆａｘ

Ｅメール

④参加希望

７月 ９日
(火)

（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。

７月１０日
(水)

７月１１日
(木)

７月１２日
(金)

⑤この説明会を何
で知りましたか

13:30～14:20

東 2・大 2

５９３３

アルインコ㈱

□

14:40～15:30

JQ ス

３８０４

㈱システムディ

□

15:50～16:40

大2

８５０８

J トラスト㈱

□

13:30～14:20

東マ

３６３４

㈱ソケッツ

□

14:40～15:30

東 1・大 1

６２７７

ホソカワミクロン㈱

□

15:50～16:40

東2

６８２６

本多通信工業㈱

□

13:30～14:20

JQ ス

９６２５

㈱セレスポ

□

14:40～15:30

JQ ス

３１５０

㈱グリムス

□

13:30～14:20

大2

９８３７

モリト㈱

□

14:40～15:30

東１・大１

８５４２

㈱トマト銀行

□

□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

《申込先》 〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 11 階）
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 大阪事務所
担当窓口電話：06-6231-6234
E ﾒｰﾙ：s-osaka@saa.or.jp
FAX：06-6231-1426

※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。

