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２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３７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１２日（木） ＞
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 1 部：５９３３）

１３：３０～

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。

鴻池運輸 株式会社 （東証 1 部：９０２５）
１４：４０～

講師 代表取締役兼専務執行役員 清水 正義 氏
１８８０年創業の総合物流会社。鉄鋼・食品向けなど請負業務に強み。また成長戦略として、次世代中核事
業の創出を掲げ、メディカル分野、空港分野の強化を図る。

株式会社 G-7 ホールディングス （東証 1 部：７５０８）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 金田 達三 氏
オートバックス、業務スーパーのフランチャイジー最大手。昨年より東南アジアにも進出。創業 40 周年を迎
える平成 28 年 3 月期に売上高 1,000 億円、営業利益 40 億円を目指し、成長戦略を進めています。

＜ ２月１３日（金） ＞
開始時刻

会社名・講師名・会社の特徴
株式会社 みずほフィナンシャルグループ （東証 1 部：８４１１）

１３：３０～

講師 IR 部長 阿久津 哲也 氏
〈みずほ〉は、銀行・信託・証券・アセットマネジメント等の金融機能を備えた総合金融グループとして、「One MIZUHO」
の下、お客さまの幅広いニーズにお応えし、経済・社会の発展に貢献して参ります。

株式会社 メディカルシステムネットワーク （東証 1 部：４３５０）
１４：４０～

講師 代表取締役社長 田尻 稲雄 氏
ＩＴを活用し、医薬品卸売会社と調剤薬局の受発注・決済等を代行する国内オンリーワンのビジネスモデルを
有する医薬品等ネットワーク事業と、地域に密着した調剤薬局事業を中核として展開。

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント （東証 1 部：４７０９）
１５：５０～

講師 代表取締役社長 舩越 真樹 氏
独立系情報サービス企業として、金融機関やエネルギー、運輸をはじめとする様々な分野のお客様へ、ソフ
トウェア開発からシステム運営管理、BPO までトータルな IT サービスを提供しています。

＜ ２月１６日（月） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション （JQ：６０６２）
講師 代表取締役社長 下村 隆彦 氏

１３：３０～

近畿圏・首都圏において「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 24 ホーム展開。中
長期的に売上高 200 億円、4,000 居室を超える運営を目指し、事業基盤を強化してまいります。

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

１４：４０～

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。

日本空調サービス 株式会社 （東証 1 部・名証 1 部：４６５８）
講師 代表取締役社長 橋本 東海男 氏

１５：５０～

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、独立系の建物設備のトータルサポート企業です。

＜ ２月１７日（火） ＞
会社名・講師名・会社の特徴

開始時刻

株式会社 システムディ （JQ：３８０４）
講師 代表取締役会長兼社長 堂山 道生 氏

１３：３０～

学園や健康増進施設、薬局、民間企業・公共団体等向けの業種・業務特化ソフトウェアを開発・販売する京
都の IT 企業。パッケージソフトやクラウドサービスで全国 3,000 以上のユーザに提供。

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。

リオン 株式会社 （東証１部：６８２３）
講師 取締役専務執行役員 清水 健一 氏

１５：５０～

リオン株式会社は音や振動に関する技術を土台とし、医療と環境における事業を展開しています。補聴器を
はじめ、聴力検査器、騒音計、振動計、微粒子計などの開発・製造・販売を行っています。

◆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 2 月 5 日（木）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 3７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連絡先

２月１２日
(木)

２月１３日
(金)

２月１６日
(月)

２月１７日
(火)

13:30～14:20

東1

５９３３

アルインコ㈱

□

14:40～15:30

東1

９０２５

鴻池運輸㈱

□

1５:５0～1６:４0

東1

７５０８

㈱G-7 ホールディングス

□

13:30～14:20

東1

８４１１

㈱みずほフィナンシャルグループ

□

14:40～15:30

東1

４３５０

㈱メディカルシステムネットワーク

□

1５:５0～1６:４0

東1

４７０９

㈱インフォメーション・ディベロプメント

□

13:30～14:20

JQ

６０６２

㈱チャーム・ケア・コーポレーション

□

14:40～15:30

東1

６０８３

ＥＲＩホールディングス㈱

□

1５:５0～1６:４0

東 1・名１

４６５８

日本空調サービス㈱

□

13:30～14:20

JQ

３８０４

㈱システムディ

□

14:40～15:30

東1

６７５０

エレコム㈱

□

1５:５0～1６:４0

東1

６８２３

リオン㈱

□

□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

