
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３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。 

◆参加費    無料 

 

第３１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） 

＜ ３月６日（水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社トラスト （東証マザーズ：３３４７） 

講師 取締役管理部長  長谷川 克彦氏 

当社は、インターネットを通じて、中古自動車及び自動車部品を輸出販売しております。長年の信頼実績に

より前受金制での販売を実現し、貸倒リスクの少ないビジネスモデルとなっております。 

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。 

 
＜ ３月７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、管工機材の専門商社。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合弁事業を開始。 

１３：３５～ 

株式会社久世 （ＪＱスタンダード：２７０８） 

講師 代表取締役社長  久世 健吉氏 

外食産業の「頼れる食のパートナー」として、主に首都圏・関西圏・中京圏に業務用食材・消耗品をフルライ

ンで配送。またメニュー提案等を通じ、外食企業の発展に貢献している。 

 



 

＜ ３月１１日（月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

アルコニックス株式会社 （東証１部：３０３６） 

講師 代表取締役社長  正木 英逸氏 

アルミ、銅、ニッケルそして成長著しい電子・機能材及びレアメタル、レアアースに注力し、積極的な事業投

資やＭ＆Ａを展開している非鉄金属のエキスパート。 

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。 

＜ ３月１２日（火） ＞ 
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  小林 厚一氏 

業界トップの選挙機材、貨幣処理機器の製造販売や、文書のデジタル化業務、印刷機材などを取り扱って

います。 

１３：３５～ 

株式会社ケアネット （東証マザーズ：２１５０） 

講師 代表取締役社長  大野 元泰氏 

医師・医療従事者向けの会員サイト「ケアネット・ドットコム｣を運営。会員数は 11万人を突破。会員協力の

下、製薬企業に対して医薬営業支援サービスやマーケティング調査等のサービスを提供。 

＜ ３月１３日（水） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

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、沈下した家屋を修正する沈下修正工事を

行う地盤改良事業を柱に、地盤総合保証制度等を扱う保証事業、地盤システム事業、住宅等の検査業務を展開。 

１３：３５～ 

株式会社ミマキエンジニアリング （ＪＱスタンダード：６６３８） 

講師 代表取締役社長  小林 久之氏 

当社は、世界首位級の業務用インクジェットプリンタとカッティングプロッタの製造販売を通して、世界に向け

常に「新しさと違い」を提供し、新しいビジネスを市場に創りだす開発型企業です。 

１４：４０～ 

アドアーズ株式会社 （ＪＱスタンダード：４７１２） 
講師 取締役社長  小野寺 宏昭氏 

首都圏駅前を中心にアミューズメント施設の運営と商業施設の設計施工を展開しております。昨年 7 月より

J トラスト株式会社（大証 2部 8508）のグループの一翼を担い、更なる飛躍を図ります。 

 
 



 
 

＜ ３月１８日（月） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

パンチ工業株式会社 （東証２部：６１６５） 

講師 代表取締役副社長  武田 雅亮氏 

私達の周りには、金型を使って作られるものが多数あります。当社は、プラスチック金型、プレス金型に組み

込まれる部品を日本及び中国を基盤として、グローバルに製造販売するメーカーです。 

１３：３５～ 

株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス （東証１部：９４１２） 
講師 取締役  仁藤 雅夫氏 

スカパーJSATグループは、日本最大の有料多チャンネル放送「スカパー！」と、アジア最大の衛星通信事

業を展開する、日本で唯一の通信・放送企業グループです。 

１４：４０～ 

株式会社Ｇ－７ホールディングス （東証１部・大証１部：７５０８） 
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。今後、東南アジアにおいてオートバックスや食品

スーパー、その他事業を本格的に取組む方針で成長戦略を進めています。 

 
 

＜ ３月１９日（火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ストリーム （東証マザーズ：３０７１） 

講師 代表取締役社長  劉 海涛氏 

インターネット通販事業の運営・家電・パソコンを主力に自社サイト EC カレント及びグループサイトとして e-

ベスト・特価COMを運営。 

１３：３５～ 

日本郵船株式会社 （東証１部・大証１部・名証１部：９１０１） 
講師 ＩＲグループ長  宮本 教子氏 

海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生

活を支えることを基本理念とし、お客様に選ばれるよう更なる成長を遂げて参ります。 

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。 

 

※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３１回 個人投資家向け会社説明会＞ 

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 

3月 6日 

(水) 

12:30～13:20 東マ ３３４７ ㈱トラスト □ 

13:35～14:25 東２ ３２７６ 日本管理センター㈱ □ 

3月 7日 

(木) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ３０２４ クリエイト㈱ □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ２７０８ ㈱久世 □ 

3月 11日

(月) 

12:30～13:20 東１ ３０３６ アルコニックス㈱ □ 

13:35～14:25 東 1・名 1 ４６５８ 日本空調サービス㈱ □ 

3月 12日

(火) 

12:30～13:20 ＪＱＳ ７５２１ ㈱ムサシ □ 

13:35～14:25 東マ ２１５０ ㈱ケアネット □ 

3月 13日   

(水) 

12:30～13:20 ＪＱＧ １４０８ サムシングホールディングス㈱ □ 

13:35～14:25 ＪＱＳ ６６３８ ㈱ミマキエンジニアリング □ 

14:40～15:30 ＪＱＳ ４７１２ アドアーズ㈱ □ 

 
3月 18日

(月) 

12:30～13:20 東２ ６１６５ パンチ工業㈱ □ 

 13:35～14:25 東１ ９４１２ ㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス □ 

 14:40～15:30 東 1・大 1 ７５０８ ㈱Ｇ-７ホールディングス □ 

 
3月 19日

(火) 

12:30～13:20 東マ ３０７１ ㈱ストリーム □ 

 13:35～14:25 東 1・大 1・名 1 ９１０１ 日本郵船㈱ □ 

 14:４0～15:30 東２ ６６５４ 不二電機工業㈱ □ 

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広告 

□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

