
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１２月：７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。）        
――証券アナリスト、証券金融関係の方はご遠慮ください。 

◆参加申込  最終ページの「参加申込書」にて、各社開催日の 1週間前までにお願いします。 

◆参加費    無料 

 

第３６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） 

＜ １２月９日（月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社サンリオ （東証１部：８１３６） 

講師 執行役員 広報・ＩＲ室長  山口 英雄氏 

当社は、Small Gift Big Smile を標榜するギフト商品の企画・販売会社です。特徴として、ハローキティを代

表とする自社開発キャラクターによる著作権ビジネスを主要な事業としています。 

１３：３５～ 

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。 

１４：４０～ 

ホソカワミクロン株式会社 （東証１部：６２７７） 
講師 代表取締役社長  宮田 清巳氏 

粉体関連機器の総合企業。技術開発、国際化、人材育成を企業理念に掲げ、グローバルにビジネスを展

開。急成長が進むアジア圏など新興国への展開強化で更なる飛躍を目指す。 

＜ １２月１１日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

大阪工機株式会社 （ＪＱスタンダード：３１７３） 

講師 代表取締役社長  柳川 重昌氏 

私達は“社会に貢献し社会の発展に寄与してこそ本当の事業である”を企業理念に、切削工具、耐摩工具

を武器に日本の中枢産業であるものづくり産業の生産性向上を通じて社会に貢献してまいります。 

１３：３５～ 

日本管理センター株式会社 （東証２部：３２７６） 

講師 代表取締役 社長執行役員  武藤 英明氏 

当社は、「不動産オーナーの資産価値の最大化」をテーマに掲げ、不動産オーナーから不動産物件を一

括して借上げ、これを一般入居者に転貸するサブリース事業を全国的に展開しております。 

１４：４０～ 

株式会社商船三井 （東証１部・名証１部：９１０４） 

講師 ＩＲ室長  実 謙二氏 

バランスの取れた船隊構成を特徴とする世界最大級の総合海運企業グループ。幅広い輸送ニーズに対

応できる多種多様な船隊と運送契約ポートフォリオを基盤に世界経済の成長に貢献している。 



 

＜ １２月１２日（木） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ソケッツ（東証マザーズ：３６３４） 
講師 代表取締役社長  浦部 浩司氏 

データベース･サービスカンパニー。音楽・映像など日本最大級のメディアデータベース「MSDB（メディアサ
ービス・データベース）」を開発し、人の「気づき」｢興味｣『共感』をつなぐサービスを実現します。 

１３：３５～ 

株式会社東祥 （東証２部・名証２部：８９２０） 
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 58 店舗展開しております。今後は都市部へも積極的に
出店し地域社会の健康づくりに貢献いたします。 

１４：４０～ 

株式会社丹青社 （東証１部：９７４３） 
講師 代表取締役社長  青田 嘉光氏 

当社は空間づくりのプロフェッショナルとして、調査・企画からデザイン・設計、制作・施工、運営まで、空間づ
くりのあらゆるプロセスをサポートし、「こころを動かす空間」をつくりあげます。 

＜ １２月１６日（月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

ＳＰＫ株式会社（東証１部：７４６６） 
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。 

１３：３５～ 

株式会社メディカルシステムネットワーク（東証１部：４３５０） 
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類を見ないオンリーワンのビジ
ネスモデル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。 

１４：４０～ 

日本ファルコム株式会社 （東証マザーズ：３７２３） 
講師 代表取締役社長  近藤 季洋氏 

ゲームソフトの開発・販売及び音楽ソフトの制作・販売を行う。固定ファンを有しており、毎期安定的に利益を
計上する一方、新規層も取り込み成長を図る。 

＜ １２月１７日（火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

伯東株式会社 （東証１部：７４３３） 
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、ケミカル各関連事業を展開しています。 

１３：３５～ 

日本コンセプト株式会社 （ＪＱスタンダード：９３８６） 
講師 取締役管理部長  仁科 善生氏 

自社保有のＩＳＯ規格タンクコンテナを使用して、化学品等の液体貨物の複合一貫輸送を提供しています。
国内唯一のビジネスモデルであり、海外代理店網を活用したグローバルなサービス提供が強みです。 

１４：４０～ 

株式会社テンポスバスターズ （ＪＱスタンダード：２７５１） 
講師 代表取締役  平野 忍氏        

 昨今リサイクル品がさらに強く求められてきている。競合先のない強みを生かしきって、独走体制にある。子
会社ステーキの「あさくま」を始め好調！ 



 

＜ １２月１８日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ムサシ （ＪＱスタンダード：７５２１） 
講師 代表取締役社長  羽鳥 雅孝氏 

業界シェアトップの選挙機材、貨幣処理機器の製造販売や、文書のデジタル化業務、印刷機材、紙・紙加工

品などを取り扱っています。 

１３：３５～ 

ベルグアース株式会社 （ＪＱスタンダード：１３８３） 
講師 代表取締役社長  山口 一彦氏 

野菜の接ぎ木苗生産で国内トップ。生産工程の一部を委託生産する独自の生産システムによって需要期の

大量生産が可能。また、閉鎖型育苗施設を活用した研究開発や商品開発にも力を入れている。 

１４：４０～ 

オムロン株式会社 （東証１部：６６４５） 
講師 経営ＩＲ部長  奥村 俊次氏 

オムロンといえば血圧計などの健康機器が有名ですが、主力は工場の自動化に貢献する制御機器事業で

あり、売上の約40%を占めています。他にも電子部品事業、車載事業など、様々な事業を展開しています。 

 

＜ １２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 ＩＢＪ（ＪＱスタンダード：６０７１） 
講師 代表取締役社長  石坂 茂氏 

結婚と豊かな人生設計を支援するITベンチャー。結婚相談所からインターネット婚活まで、独身者のニーズ

に合わせた社会貢献サービスを複数展開。配当で株主還元も実施。 

１３：３５～ 

アルインコ株式会社 （東証２部：５９３３） 
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～ 

パンチ工業株式会社 （東証２部：６１６５） 
講師 代表取締役社長  武田 雅亮氏 

私たちの生活に欠かせない自動車や家電製品等をスピーディにかつ大量生産するのに必要不可欠な金

型。当社はその金型を構成するために必要となる「金型用部品」を世界中のお客様に提供しています。 

※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３６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 

□今回初の 

参加申込 

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 

12月 9日 

(月) 

12:30～13:20 東１ ８１３６ ㈱サンリオ □ 

13:35～14:25 東２ ６６５４ 不二電機工業㈱ □ 

14:40～15:30 東１ ６２７７ ホソカワミクロン㈱ □ 

12月11日

(水) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ３１７３ 大阪工機㈱ □ 

13:35～14:25 東２ ３２７６ 日本管理センター㈱ □ 

14:40～15:30 東 1・名１ 9104 ㈱商船三井 □ 

12月12日

(木) 

12:30～13:20 東マ ３６３４ ㈱ソケッツ □ 

13:35～14:25 東 2・名２ ８９２０ ㈱東祥 □ 

14:40～15:30 東１ ９７４３ ㈱丹青社 □ 

12月16日

(月) 

12:30～13:20 東１ ７４６６ ＳＰＫ㈱ □ 

13:35～14:25 東１ ４３５０ ㈱メディカルシステムネットワーク □ 

14:40～15:30 東マ ３７２３ 日本ファルコム㈱ □ 

 
12月17日   

(火) 

12:30～13:20 東１ ７４３３ 伯東㈱ □ 

 13:35～14:25 ＪＱＳ ９３８６ 日本コンセプト㈱ □ 

 14:40～15:30 ＪＱＳ ２７５１ ㈱テンポスバスターズ □ 

 
12月18日

(水) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ７５２１ ㈱ムサシ □ 

 13:35～14:25 ＪＱＳ １３８３ ベルグアース㈱ □ 

 14:40～15:30 東１ ６６４５ オムロン㈱ □ 

 
12月19日

(木) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ６０７１ ㈱ Ｉ ＢＪ □ 

 13:35～14:25 東２ ５９３３ アルインコ㈱ □ 

 14:40～15:30 東２ ６１６５ パンチ工業㈱ □ 

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

