大阪開催

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！
☆☆２７年 3 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３８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）
＜ ３月１６日（月） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
オリックス 株式会社 （東証 1 部・NY：８５９１）

１３：３０～

講師 取締役 兼 代表執行役副社長・グループ CFO 浦田 晴之 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。

エスアールジータカミヤ 株式会社 （東証１部：２４４５）
１４：４０～

講師 取締役 兼 執行役員経営企画室長 安田 秀樹 氏
建設工事における足場、金具等の仮設機材の製造・販売・レンタル大手。積極的な投資と M&A で事業を拡
大。韓国に次いでベトナム工場を開設し、海外市場開拓に向けてグループをあげて取り組む。

株式会社 イーグランド （JQ スタンダード：３２９４）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 江口 久 氏
当社は、中古住宅再生事業を行っており、不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた物件
をリフォームし、住宅としての機能を回復、付加価値のある中古再生住宅を販売しております。

＜ ３月１７日（火） ＞
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 スタンダード：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。

東京応化工業 株式会社 （東証 1 部：４１８６）
１４：４０～

講師 広報部長 安生 洋己 氏
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 グロース：１４０８）
１５：５０～

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。

＜ ３月１８日（水） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

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

１３：３０～

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。

《講演会》『春の株式投資戦略』
講師 岩井コスモ証券 投資調査部副部長 有沢 正一 氏 (CMA)

１４：４０～

やや波乱含みの展開で幕を開けた 2015 年の株式相場ですが、春に向けて株式市場を取り巻く環境や、日
本企業の業績見通し、これから注目しておきたい投資テーマなどについて解説します。

不二電機工業 株式会社 （東証 1 部：６６５４）
講師 代表取締役社長 小西 正 氏

１５：５０～

電力、工業、交通などの社会インフラ分野を支える電気制御機器の専業メーカー。重電機器市場の深耕、一
般産業市場の開拓、海外市場の開拓を基軸に据えて、付加価値の高い製品開発を更に強化する。

＜ ３月１９日（木） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

E・J ホールディングス 株式会社 （東証 2 部：２１５３）
講師 代表取締役社長 小谷 裕司 氏

１３：３０～

国内有数の総合インフラ・ソリューション・コンサルタントグループとして、グループ各社の連携により、国内
および海外に課題解決と発展に向けたベスト・ミックスをプロデュ－スする企業

リンテック 株式会社 （東証１部：７９６６）
講師 代表取締役 社長執行役員 西尾 弘之 氏

１４：４０～

リンテックは粘着製品のリーディングカンパニーです。シール・ラベル用から半導体・液晶関連まで幅広く事
業を展開。今期より新社長の下、さらなる成長に向けた新中期経営計画を推進しています。

北恵 株式会社 （東証２部：９８７２）
講師 代表取締役社長 北村 良一 氏

１５：５０～

近畿圏及び東日本を基盤として全国展開する住宅資材・設備機器の専門商社。国内外から選りすぐった幅
広い住宅資材を、全国 22 の営業拠点を通じて、木材店・建材店や工務店、住宅会社に販売。

◆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 3 月 9 日（月）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 3８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・所属も必ずご記入下さい＞

電話（必須）

Ｆａｘ

Ｅメール
３月１６日
(月)

③連絡先

３月１７日
(火)

３月１８日
(水)

３月１９日
(木)

13:30～14:20

東 1・NY

８５９１

オリックス㈱

□

14:40～15:30

東１

２４４５

エスアールジータカミヤ㈱

□

1５:５0～1６:４0

JQ ス

３２９４

㈱イーグランド

□

13:30～14:20

JQ ス

３０２４

クリエイト㈱

□

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

東マ

６０３２

㈱インターワークス

□

14:40～15:30

講演会

『春の株式投資戦略』

□

1５:５0～1６:４0

東1

６６５４

不二電機工業㈱

□

13:30～14:20

東2

２１５３

E・J ホールディングス㈱

□

14:40～15:30

東1

７９６６

リンテック㈱

□

1５:５0～1６:４0

東2

９８７２

北恵㈱

□

□当協会のホームページ
④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

