
東京開催 

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！ 

☆☆２５年９月：９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   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 

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

◆参加者の服装  サンダル（女性用のバックストラップのあるものは除く）・ミュール等、いわゆる突っ掛
け類の着装、また、過度に肌を露出している服（ランニングシャツ等）・ショートパン
ツ、ステテコなどでのご入場はご遠慮いただきます。 

 

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） 

＜ ９月５日（木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

クリエイト株式会社 （ＪＱスタンダード：３０２４） 

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。 

１３：３５～ 

ウイン・パートナーズ株式会社 （ＪＱスタンダード：３１８３） 

講師 代表取締役社長  秋沢 英海氏 

「すべての人にベター・クオリティ・オブ・ライフ」の実現に向け、身体にやさしい低侵襲治療の普及に努め

る。低侵襲治療機器販売でトップシェアの㈱ウイン・インターナショナルとテスコ㈱を傘下にもつ。 

１４：４０～ 

リコーリース株式会社（東証１部：８５６６） 

講師 代表取締役社長  有川 貞広氏 

当社はリコー製品を中心に、医療・介護、環境関連等、各分野の製品を取り扱う総合リース会社です。 

加えて、集金代行などお客様の経営効率化を支援する様々な金融サービスを展開しています。 

＜ ９月１０日（火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社東邦システムサイエンス （東証２部：４３３３） 

講師 代表取締役社長  村上 宣夫氏 

生命保険会社の関連会社として発足した経緯から、生保・損保・証券・銀行などの金融系システム開発が主

力です。また、携帯電話、家庭への配電、地震速報など身近なシステムも手掛けています。 

１３：３５～ 

サムシングホールディングス株式会社 （ＪＱグロース：１４０８） 

講師 代表取締役社長  前 俊守氏 

戸建住宅及び小規模商業施設を対象とした、地盤調査・地盤改良工事及び太陽光発電設備設置工事を行う

地盤改良事業を柱に、地盤保証事業、地盤システム事業、住宅検査業務を展開。 

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  杉野 文則氏 

交通、外食、放送、外食・流通、通信事業者等の社会インフラ企業が情報端末を通して様々なサービスを提

供するためのシステムを企画・開発・運用する提案企業です。 



 

＜ ９月１１日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

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 

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。 

１３：３５～ 

株式会社大気社 （東証１部：１９７９） 

講師 取締役専務執行役員管理本部長  櫻井 孝氏 

オフィスビルや工場向けの空調設備工事と自動車向けの塗装設備工事を事業の軸とする環境エンジニアリ

ング企業。グローバルな事業展開力が特長で、自動車塗装設備工事では世界２位のシェア。 

１４：４０～ 

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 （ＪＱグロース：４５７６） 

講師 代表取締役社長  日髙 有一氏 

1999 年設立の創薬バイオベンチャー。主な開発品は抗血小板剤、緑内障治療剤。2013 年 2 月に資金調達

完了。2013年 3 月に新たな製薬会社とライセンス契約締結。2013年に 4月に緑内障治療剤の PⅢ完了。 

＜ ９月１２日（木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

サンケン電気株式会社 （東証１部：６７０７） 

講師 財務ＩＲ統括部長  村野 泰史氏 

独立系パワー半導体メーカー。電源、モーター制御システム及びパワーIC、センサーIC の技術に特色。自

動車、エレクトロニクス製品全般に採用、グローバルトップシェアー製品も多い。 

１３：３５～ 

株式会社エスプール （ＪＱスタンダード：２４７１） 

講師 代表取締役会長兼社長  浦上 壮平氏 

社会人経験の少ない若者、障がい者、シニアなど就業機会に恵まれない人々の雇用創出に力を入れる人

材サービス企業です。人材派遣、物流サービス、障がい者雇用支援サービスなどを行っています。 

１４：４０～ 

不二電機工業株式会社 （東証２部：６６５４） 

講師 代表取締役社長  小西 正氏 

 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門メーカー。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。 

 
＜ ９月１８日（水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

日本ＥＲＩ株式会社 （東証１部：２４１９） 

講師 代表取締役社長  中澤 芳樹氏 

建築基準法で定める建築物の建築確認検査を民間会社で唯一全国拠点にて展開。住宅性能評価や長期優

良住宅、耐震診断など建物に係わる検査・評価など様々なニーズに対応。 

１３：３５～ 

株式会社アマダ （東証１部：６１１３）      

講師 経営管理部 ＩＲ担当 松井 正和氏 

世界トップレベルのシェアを誇る板金事業をはじめ、ものづくりの発展に貢献する金属加工機械メーカー。マ

シンの他、制御ソフト、金型、メンテナンスに至る全てのソリューションサービスを提供｡ 

１４：４０～ 

井村屋グループ株式会社 （東証２部・名証２部：２２０９） 

講師 代表取締役社長（COO）  寺家 正昭氏 

アイスクリーム、水ようかん、肉まんあんまん、業務用調味料、外食事業を展開しています。海外では、中

国、アメリカに進出。 



 

＜９月１９日（木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社コーセーアールイー （ＪＱスタンダード・福証：３２４６） 
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、「グランフォーレ」シリーズマンションの企画・開発・販売を行っております。実需

用と投資用いずれの分譲マンションも手掛けていることが特徴。  

１３：３５～ 

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 

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。 

１４：４０～ 

株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス （東証２部：６８７９） 

講師 代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 朋彦氏 

1935年に映画フィルムの現像所として創業し、現在は映画やテレビ番組・CM・アニメ・ゲーム等、様々な映

像の企画・制作から流通まで、映像制作に関わる事業を幅広く展開しています。 

 

＜ ９月２０日（金） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

京阪神ビルディング株式会社 （東証１部：８８１８） 

講師 常務取締役  井上 康隆氏 

  昭和 23 年設立。関西地区を中心に質の高いオフィスビルやデータセンタービル、各種施設の賃貸事業を展

開している。創立 65周年を迎える今年度は首都圏を含めた新規投資拡大で、新たな成長ステージを目指す。 

１３：３５～ 

住江織物株式会社（東証１部：３５０１） 

講師 取締役経営統括室長  飯田 均氏 

当社は２０１３年１２月に会社創立１００周年（創業１３０年）を迎えます。カーペット、カーテン等のインテリア

事業、海外展開を積極的に行っている自動車の内装材事業が主力です。 

１４：４０～ 

地盤ネット株式会社 （東証マザーズ：６０７２） 

講師 代表取締役  山本 強氏 

地盤ネットは「地盤」を通して生活者と供給者を結ぶ「住生活エージェント」として、高い地盤解析技術力と客

観的な視点により消費者利益を守ることを理念に事業展開をしています。 

 

＜ ９月２５日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

カンダホールディングス株式会社 （東証２部：９０５９）      

講師 代表取締役社長  勝又 一俊氏 

当社は、物流の総合商社として“カンダグループ”を形成し、出版物の輸配送及び医薬品、衣料品等の物流

センター業務の一括受託、国際宅配便等を営む事業子会社を統括管理している持株会社です。 

１３：３５～ 

株式会社 LIXIL グループ （東証１部・名証１部：５９３８）      

講師 取締役執行役副社長 IR担当 筒井 高志氏 

住宅やビルの窓、内外装建材、キッチン、バス等、様々な製品とサービスを提供する"住まいと暮らしの総

合住生活企業”。中核の㈱LIXILは 2011年にトステム・INAX等が統合して発足。 

 



 

＜ ９月２６日（木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社トリケミカル研究所（ＪＱスタンダード：４３６９） 

講師 代表取締役社長  斎藤 隆氏 

純度 99.9999％以上の超高純度化学材料を、半導体・太陽電池・光ファイバー等、最先端デバイスの製造・

開発用に世界中のメーカー・研究機関に供給している化学薬品メーカーです。 

１３：３５～ 

モリト株式会社（東証２部：９８３７） 

講師 常務取締役 管理統轄本部長  一坪 隆紀氏 

100年の歴史と豊富な資金力を備え国内外に 43の拠点を持つ「グローバル成長企業」服飾付属品や靴資

材、自動車内装品等、生活にかかわる部品を企画開発・生産・流通に至るまでグローバルに展開。  

１４：４０～ 

モバイルクリエイト株式会社 （東証マザーズ・福証Ｑ－Ｂoard：３６６９） 

講師 代表取締役  村井 雄司氏 

携帯通信のインフラを活用した移動体通信網及びＧＰＳを活用した移動体管理システムを提供する移動体

通信事業者で、システム開発から導入、通信・アプリケーションの提供、保守管理までフルサポート。 

※参加お申込みは、次ページの｢参加申込書｣をご利用下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
＜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       

①氏名・性別（必須） 
ふりがな 

氏 名 
□男性  □女性 

②年 代 □20 代   □30 代   □40 代   □50 代   □60 代   □７0 代以上 

③連絡先 

住所（必須） 
〒 郵便物が確実に届く建物名・企

業名も必ずご記入下さい。  

電話（必須）  Ｆａｘ  

Ｅメール   
 
 
④参加申込 

（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。 

 
◆参加可能な日
程及び会社を選
定のうえ、お申込
みください。 

開催日 開催時間 市場 証券コード 会社名 参加申込 

9 月 5 日 
(木) 

12:30～13:20 JQS ３０２４ クリエイト㈱ □ 

13:35～14:25 JQS ３１８３ ウイン・パートナーズ㈱ □ 

14:40～15:30 東 1 ８５６６ リコーリース㈱ □ 

9 月 10 日 
(火) 

12:30～13:20 東 2 ４３３３ ㈱東邦システムサイエンス □ 

13:35～14:25 JQG １４０８ サムシングホールディングス㈱ □ 

14:40～15:30 JQG ４３１６ ㈱ビーマップ □ 

9 月 11 日
(水) 

12:30～13:20 東 1 １８３５ 東鉄工業㈱ □ 

13:35～14:25 東 1 １９７９ ㈱大気社 □ 

14:40～15:30 JQG ４５７６ ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 □ 

9 月 12 日
(木) 

12:30～13:20 東 1 ６７０７ サンケン電気㈱ □ 

13:35～14:25 JQS ２４７１ ㈱エスプール □ 

14:40～15:30 東 2 ６６５４ 不二電機工業㈱ □ 

9 月 18 日
(水) 

12:30～13:20 東 1 ２４１９ 日本ＥＲＩ ㈱ □ 

13:35～14:25 東 1 ６１１３ ㈱アマダ □ 

14:40～15:30 東 2・名 2 ２２０９ 井村屋グループ㈱ □ 

9 月 19 日
(木) 

12:30～13:20 JQS・福 ３２４６ ㈱コーセーアールイー □ 

13:35～14:25 東 1・名 1 ４６５８ 日本空調サービス㈱ □ 

14:40～15:30 東 2 ６８７９ ㈱イマジカ・ロボット ホールディングス □ 

 
9 月 20 日   

(金) 

12:30～13:20 東 1 ８８１８ 京阪神ビルディング㈱ □ 

 13:35～14:25 東 1 ３５０１ 住江織物㈱ □ 

 14:40～15:30  東マ ６０７２ 地盤ネット㈱ □ 

 9 月 25 日
(水) 

12:30～13:20 東 2 ９０５９ カンダホールディングス㈱ □ 

 13:35～14:25 東 1・名 1 ５９３８ ㈱ＬＩＸＩＬグループ □ 

 
9 月 2６日

(木) 

12:30～13:20 JQS ４３６９ ㈱トリケミカル研究所 □ 

 13:35～14:25 東 2 ９８３７ モリト㈱ □ 

 14:40～15:30 東マ・福 ３６６９ モバイルクリエイト㈱ □ 

⑤この説明会を知
ったキッカケは
何ですか？ 

□当協会のホームページ 
□当協会からのダイレクトメール（郵便） 
□当協会からのＥメール     
□その他（                     ） 

□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 

《参加申込》  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 

《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。 

《照会先》    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 

mailto:i-kaisai@saa.or.jp

