大阪開催

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！
☆☆２６年９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３５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）
＜ ９月９日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
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

１３：３０～

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おります。

株式会社 エス・ディー・エス バイオテック （東証２部：４９５２）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 髙橋 順一 氏
当社は、出光興産アグリビジネスの中核として、農薬の開発、製造、販売を行う農薬専業メーカーです。
研究開発を通して安全で有用な製商品を提供し、日本と世界の農業に貢献してまいります。

株式会社 りそなホールディングス （東証１部：８３０８）
１５：５０～

講師 財務部長 竹野 譲 氏
りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行を傘下に持つりそなグループは、「お客さまの喜びがりそなの
喜び」という基本的な考え方のもと、「新しい金融サービス業」としてのビジネスモデルを構築してまいります。

＜ ９月１０日（水） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
クリエイト 株式会社 （JQ ス：３０２４）

１３：３０～

講師 代表取締役社長 福井 珠樹 氏
給水・排水パイプ・継手等、管工機材の専業商社。全国 36 営業所の販売ネットワークを活かして地域に密着
した営業体制を構築。国内需要低迷への対応策として中国で事業を展開。

株式会社 コーセーアールイー （JQ ス・福証：３２４６）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 諸藤 敏一 氏
福岡都市圏を事業基盤とし、九州各県、首都圏で「グランフォーレ」シリーズマンションの企画・開発・販売を
行う。実需用と投資用、両方の分譲マンションを手掛けている。

株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション （JQ ス：６０６２）
１５：５０～

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。

＜ ９月１１日（木） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

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 中澤 芳樹 氏

１３：３０～

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。

東京応化工業 株式会社 （東証１部：４１８６）
講師 取締役 執行役員総務本部長 水木 國雄 氏

１４：４０～

当社は半導体や液晶ディスプレイなどの微細加工に必要不可欠な材料として幅広く使用されているフォトレ
ジスや半導体用製造装置を開発し供給する事でエレクトロニクス業界の一翼を担っています。

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

１５：５０～

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。

＜ ９月１２日（金） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

東鉄工業 株式会社 （東証１部：１８３５）
講師 代表取締役社長 小倉 雅彦 氏

１３：３０～

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。

エレコム 株式会社 （東証１部：６７５０）
講師 取締役社長 葉田 順治 氏

１４：４０～

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。

株式会社 夢真ホールディングス （JQ ス：２３６２）
１５：５０～

講師 IR 室 課長 横溝 雄一 氏
上場企業で唯一「建築」に特化した派遣会社で、在籍する 2,000 人超の技術者は７割以上が 20 代という元気
溢れる会社です。建築業界の未来を創造することを使命とし日々成長を続けています。

◆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 9 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

<第 3５回 個人投資家向け会社説明会>

申込日 年 月 日

参加申込書
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

〒
＜住所は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
（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。

９月９日
(火)

９月１０日
(水)

９月１１日
(木)

９月１２日
(金)

13:30～14:20

東2

３２７６

日本管理センター㈱

□

14:40～15:30

東2

４９５２

㈱エス・ディー・エス バイオテック

□

1５:５0～1６:４0

東1

８３０８

㈱りそなホールディングス

□

13:30～14:20

JQ ス

３０２４

クリエイト㈱

□

14:40～15:30

JQ ス・福

３２４６

㈱コーセーアールイー

□

1５:５0～1６:４0

JQ ス

６０６２

㈱チャーム・ケア・コーポレーション

□

13:30～14:20

東1

６０８３

ＥＲＩホールディングス㈱

□

14:40～15:30

東1

４１８６

東京応化工業㈱

□

1５:５0～1６:４0

JQ グ

１４０８

サムシングホールディングス㈱

□

13:30～14:20

東1

１８３５

東鉄工業㈱

□

14:40～15:30

東1

６７５０

エレコム㈱

□

1５:５0～1６:４0

JQ ス

２３６２

㈱夢真ホールディングス

□

□当協会のホームページ
⑤この説明会を何
□当協会からのダイレクトメール（郵便）
で知りましたか
□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

□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
□その他（
）

《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。
＊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

