東京開催

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！
☆☆２４年２月：８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

◆最寄り駅
◆定員

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
先着 200 名 （開催日までに「参加証」を郵送します）
――証券アナリスト、証券金融関係の方はご遠慮ください。
無料

◆参加費

第２４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）
＜ ２月７日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社アクセル （東証 1 部：６７３０）

１２：３０～

講師 代表取締役社長 佐々木 譲氏
1996 年に設立された研究開発型のファブレス半導体メーカーです。LSI の設計と要素技術の研究に特化す
ることにより、他社と差別化を図った高付加価値製品を開発、販売しています。

株式会社エイチワン （ＪＱスタンダード：５９８９）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

金田 敦氏

自動車のフレームメーカーとして、新しい機能をカタチにする設計開発、独創的な技術開発、そして高品質
なモノ造りを通じてクルマの軽量化（低燃費性能）や衝突安全性能向上に貢献しています。

＜ ２月９日（木） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社エイジア （東証マザーズ：２３５２）

１２：３０～

講師 代表取締役

美濃 和男氏

メール配信などの販売支援パッケージソフトウェアの開発・販売が柱。クラウド、特にＳａａＳでの売り上げが
急伸中。チャイナテレコムブランドのＳａａＳとして採用される等、海外展開も積極的。

株式会社システムデイ （ＪＱスタンダード：３８０４）
１３：３５～

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・公共団体等それぞれの業種に特化した業務支援ソフトウェア
を開発し、パッケージソフトやクラウド型で全国 2,500 余りのユーザに提供。

ＳＰＫ株式会社 （東証 1 部：７４６６）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

轟 富和氏

ＳＰＫ株式会社は 1917 年設立の自動車補修部品及び産業車両部品を扱う専門商社です。国内外の巨大な自
動車ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄの中で、豊かなｶｰﾗｲﾌを提案することを使命にしています。

＜ ２月１４日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
住友林業株式会社 （東証 1 部・大証 1 部：１９１１）

１２：３０～

講師 コーポレート・コミュニケーション室長

田中 耕治氏

住友林業は、300 年以上にわたり、永々と森林を守り自然環境に貢献して参りました。現在では「木」をキー
ワードに山林・植林事業から住宅関連事業まで、幅広い事業をグローバルに展開しています。

アルインコ株式会社 （東証２部・大証２部：５９３３）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

小山 勝弘氏

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。

１４：４０～

株式会社ビーマップ （ＪＱグロース：４３１６）
講師 代表取締役社長 浅賀 英雄氏
「Best Mobile Application Producer」のビジョンをもとに、社会インフラと情報端末を結びつける移動者マーケ
ティングサービスに特化したシステム開発企業です。

＜ ２月１５日（水） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
日本商業開発株式会社 （名証セントレックス：３２５２）

１２：３０～

講師 代表取締役社長

松岡 哲也氏

当社は、事業用借地権を利用した不動産投資手法によって、長期に安定的な収益が見込める不動産投資
商品を投資家の皆様に提供しています。この投資手法をＪＩＮＵＳＨＩビジネスと呼んでいます。

オーナンバ株式会社 （東証２部・大証２部：５８１６）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

遠藤 誠治氏

機器用電線・ケーブルおよび民生用ワイヤーハーネスの生産・販売を長く続けて来ています。近年では太陽
光発電に使用する機器（配線ユニット、接続ケーブル、接続箱）の生産・販売に力を入れています。

株式会社ＥＭシステムズ （東証２部：４８２０）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

國光 浩三氏

調剤薬局向けシステム開発、販売、保守をトータルサポートで行い国内シェア約 3 割で首位に位置する。ク
ラウドシステムを使ったデータ保存で、震災等の不測事態に対応し顧客数を順調に伸ばしている。

＜ ２月１６日（木） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社フジコー （東証マザーズ：２４０５）

１２：３０～

講師 代表取締役社長

小林 直人氏

「住まいと環境を守る」という経営理念の基、バイオマス発電、食品リサイクル事業等、バイオマスリサイク
ル事業の拡大を目指しております。

株式会社東祥 （ＪＱスタンダード：８９２０）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

沓名 俊裕氏

主力事業である「ホリデイスポーツクラブ」を全国に４５店舗展開（１２月末現在）しております。今後は都市
部へも積極的に出店し中期経営計画最終年の 2015 年 3 月期では 74 店舗体制を目指してまいります。

安田倉庫株式会社 （東証１部：９３２４）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

宮本 憲史氏

1919 年の創立以来、首都圏・関西圏の好立地倉庫拠点を基盤とする総合物流サービスを展開。東京・横浜
での不動産事業も手掛けています。近年は東アジア（中国他）に係わる事業展開を強化しています。

＜ ２月２０日（月） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社桧家ホールディングス （名証２部：１４１３）

１２：３０～

講師 代表取締役社長

近藤 昭氏

昨年７月に持株会社化。主力の注文住宅事業は、子会社で手掛ける断熱材を武器に競争力を大幅に強化。
戸建住宅のワンストップソリューションを目指し、積極的なＭ＆Ａで事業領域を拡大しています。

株式会社アデランス （東証１部：８１７０）
１３：３５～

講師 取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）

石古 茂氏

ウィッグの生産・販売、理美容・育毛サービスやヘアトランスプラントなどの総合毛髪関連事業を世界16 カ国
で展開。米国では細胞分子レベルからの毛髪再生研究を推し進め、実用化を目指しています。

株式会社ハイパー （ＪＱスタンダード：３０５４）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

玉田 宏一氏

法人のお客様を対象としたコンピュータ本体の販売を中心に、アスクル事業、サプライ事業、サービス＆サ
ポート事業を展開し、企業のビジネスニーズにワンストップでサービスの提供をしています。

＜ ２月２１日（火） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社三栄コーポレーション （ＪＱスタンダード：８１１９）

１２：３０～

講師 代表取締役社長

小林 敬幸氏

アジアを中心に製造拠点網を持ち、品質・生産管理を得意とする OEM 事業を展開。更に、海外ブランドや自
社ブランドを国内展開し、卸売に留まらず小売業も行う生活関連用品の専門商社。

株式会社翻訳センター （ＪＱスタンダード：２４８３）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

東 郁男氏

1986年大阪・道修町にて医薬専門の翻訳会社として創業以来、産業翻訳・通訳に特化したサービスを展開。
近年はメディカルライティングや外国出願支援など翻訳周辺サービスにも参入している。

株式会社ネットワークバリューコンポネンツ （東証マザーズ：３３９４）
１４：４０～

講師 代表取締役

渡部 進氏

クラウドを支える技術やサイバー攻撃対策セキュリティなどのコンピュータネットワーク関連製品の輸入販
売、設計、構築、コンサル、監視・管理を行うネットワークインテグレーターです。

＜ ２月２２日（水） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
イートアンド株式会社 （ＪＱスタンダード：２８８２）

１２：３０～

講師 代表取締役社長

文野 直樹氏

外食事業では主要ブランド「大阪王将」などを運営。食料品販売事業では全国の生活協同組合、一般量販
店に「大阪王将」などのブランドの冷凍食品を製造、販売。

日本空調サービス株式会社（東証１部・名証１部：４６５８）
１３：３５～

講師 代表取締役社長

生駒 讓三氏

建物設備のメンテナンス・維持管理、設備・環境診断、ソリューション提案を行うサービス部門を中核に、リニ
ューアル工事を主体とする設備工事部門を併せ持つ建物設備のトータルサポート企業です。

ＮＤソフトウエア株式会社 （ＪＱスタンダード：３７９４）
１４：４０～

講師 代表取締役社長

佐藤 廣志氏

介護・福祉・医療関連の業務用ソフトウェアの提供を通じ「誰もがすこやかに暮らせる社会の実現のために」
貢献する企業を目指しています。福祉に関わる会社としてＣＳＲ活動にも力を入れています。
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下記あてに「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、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》

〒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 会社説明会担当
E ﾒｰﾙ：i-kaisai@saa.or.jp
FAX：03-3666-6610

《照会先》

□

□

《参加申込》

《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。
③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。

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、通信連絡および協会内管理
資料の作成に使用します。
以上

）

