大阪開催

個人投資家向けＩＲセミナーの参加者募集中！
☆☆２７年１２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４２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 分間）
＜ １２月１４日（月） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 エムティーアイ （東証 1 部：９４３８）
１３：３０～

講師 取締役

松本 博 氏

当社はスマートフォン等の携帯端末に「music.jp」「ルナルナ」等のコンテンツを配信し、月額有料会員数は約
800 万人と独立系では No.1 規模となっています。当社の強みや今後の成長戦略について解説します。

本多通信工業 株式会社 （東証２部：６８２６）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 佐谷 紳一郎 氏
電子部品メーカー。「この分野なら HTK に限る」と評価いただけるような特定分野での No.1 を複数持つ
『Segments No.1 プロバイダ』を目指す。2020 年に向けて新中期計画“GC20”を策定、過去最高業績を狙う。

アルインコ 株式会社 （東証 1 部：５９３３）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 小山 勝弘 氏
2014 年 12 月 1 日に東証 1 部へ上場しました。建設用仮設足場の製造・販売、レンタルをコア事業とした多角
化が特徴です。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。

＜ １２月１５日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
伯東 株式会社 （東証 1 部：７４３３）

１３：３０～

講師 代表取締役社長 杉本 龍三郎 氏
当社は、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る
工業薬品を生みだすメーカーとして、エレクトロニクス及びケミカル関連事業を展開しています。

日本ペイントホールディングス 株式会社 （東証 1 部：４６１２）
講師 経営管理本部 総務部 広報グループ マネージャー 木村 勝己 氏
１４：４０～

1881 年創業の総合塗料メーカーとして 130 年超の歴史を有し、日本の塗料業界のリーディングカンパ
ニーとして我が国経済の一翼を担ってきました。2014 年 10 月に持株会社体制に移行し新たな成長のステ
ージに入っています。

株式会社 日本取引所グループ （東証 1 部：８６９７）
１５：５０～

講師 広報・IR 部長 多賀谷 彰 氏
日本取引所グループ（JPX）は、東京証券取引所､大阪取引所等を運営する取引所グループです｡株式から
デリバティブまで幅広い金融商品の総合的な市場取引サービスを提供しています。

＜ １２月１６日（水） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

オリンパス 株式会社 （東証 1 部：７７３３）
１３：３０～

講師 課長代理 浦谷 美穂 氏
オリンパスは医療を中心に幅広い分野で研究開発に取組んでいます。特に消化器内視鏡は世界シェア
70％以上。診断から治療まで、世界の人々の心と体を思いやる医療環境の実現に貢献し続けます。

ヘルスケア＆メディカル投資法人 （東証不動産投信：３４５５）
１４：４０～

講師 ヘルスケアアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 吉岡 靖二 氏
本投資法人は平成27年3月19日に上場したヘルスケア施設特化型のリートです。高齢者向け施設・住宅及
び医療関連施設等のヘルスケア施設へ継続的に投資し、投資主価値の最大化を目指します。

株式会社 商船三井 （東証 1 部・名証 1 部：９１０４）
講師 取締役 専務執行役員 田邊 昌宏 氏

１５：５０～

当社は 900 隻超の船舶を運航する世界最大級の総合海運企業です。鉄鉱石・原油・LNG から自動車・日用
雑貨に至るまで、多様な貨物の輸送ニーズに応えながら世界経済とともに成長しています。

＜ １２月１７日（木） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 モバイルファクトリー （東証マザーズ：３９１２）
講師 執行役員 計数管理部長 谷本 洋 氏

１３：３０～

"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。安定収益の月額コンテンツとの二本柱です。

株式会社 ドリームインキュベータ （東証 1 部：４３１０）
１４：４０～

講師 代表取締役会長 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。

フィンテック グローバル 株式会社 （東証マザーズ：８７８９）
１５：５０～

講師 執行役員 事業統括部長 森上 克典 氏
企業を支援するブティック型投資銀行。再生可能エネルギー、サービス付高齢者向け住宅事業等を支援。ム
ーミンテーマパーク、バイオ、食品等で特色ある企業に投資。不動産事業はeコマース化推進。

◆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 12 月 7 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
FAX：06-6231-1426
E ﾒｰﾙ：s-osaka@saa.or.jp

<第４２回 個人投資家向け IR セミナー>

申込日 年 月 日

参加申込書
ふりがな

①氏名・性別（必須）

氏 名

②年 代

□20 代
住所（必須）

□男性
□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

１２月１４日
(月)
③連絡先等

１２月１５日
(火)

１２月１６日
(水)

１２月１７日
(木)

13:30～14:20

東1

９４３８

㈱エムティーアイ

□

14:40～15:30

東２

６８２６

本多通信工業㈱

□

1５:５0～1６:４0

東1

５９３３

アルインコ㈱

□

13:30～14:20

東1

７４３３

伯東㈱

□

14:40～15:30

東1

４６１２

日本ペイントホールディングス㈱

□

1５:５0～1６:４0

東1

８６９７

㈱日本取引所グループ

□

13:30～14:20

東1

７７３３

オリンパス㈱

□

14:40～15:30

東証不動産投信

３４５５

ヘルスケア＆メディカル投資法人

□

1５:５0～1６:４0

東 1・名１

９１０４

㈱商船三井

□

13:30～14:20

東マ

３９１２

㈱モバイルファクトリー

□

14:40～15:30

東1

４３１０

㈱ドリームインキュベータ

□

1５:５0～1６:４0

東マ

８７８９

フィンテック グローバル㈱

□

□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

