
東京開催 

個人投資家向け会社説明会の参加者募集中！ 
☆平成２４年１月：６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２３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） 

 

＜ １月１３日（金） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１３：３５～ 

日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 （東証マザーズ：３６４５） 

講師 代表取締役社長  早川 亮氏 

当社は、「インプラントネット」、「歯医者さんネット」等の歯科分野の専門ポータルサイト運営を中心に SEM、HP 制

作等のインターネット広告のワンストップソリューションを提供しています。 

１４：４０～ 

東洋合成工業株式会社 （ＪＱスタンダード：４９７０） 

講師 専務取締役 経営企画部長 川村 繁夫氏 

当社は、国内はもとより世界 26 カ国以上の国々へ製品を販売しており、半導体を始めとした最先端品から香料材

料などの日用品に至るまで、幅広い分野での事業展開を手掛けております。 

 

＜ １月１７日（火） ＞ 
開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

     《講演会》「２０１２年の投資環境と戦略」 

         講師 ㈱フィスコ 債券シニアアナリスト  藤井 理氏  (CMA・ＣＩＩＡ) 

 世界経済が混迷する中、どのようにリスクを抑え、いかに「トラの子」を働かせるか？配当金額と株式の働き

を簡単な数式を使い分析。割安銘柄、投資タイミングを数字を使って学びます。 

１３：３５～ 

株式会社テンポスバスターズ （ＪＱスタンダード：２７５１） 

講師 代表取締役社長  森下 和光氏        

不況期に在って、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。今期子会社化したステーキのあさくまが、おおばけ？ 

 



 

＜ １月１８日（水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

 株式会社パレモ（ＪＱスタンダード：２７７８） 

講師 代表取締役社長 小田 保則氏 

当社はレディースアパレル、バラエティ雑貨、バッグの専門店を全国に 582店舗展開しております。また平成24年

２月 21日を効力発生日として、当社を存続会社とする株式会社鈴丹との吸収合併を致します。 

１３：３５～ 

ホソカワミクロン株式会社 （東証 1部・大証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。二次

電池業界と急成長が進むアジア圏への展開強化で更なる飛躍を目指す。 

１４：４０～ 

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 

「人の気持ちをつなぐ」会社です。人の気持ちこそがメディアであるという考えのもと、インターネットを活用し、人

が感じる「興味」や「気づき」をつなぐサービスや技術の開発を行っています。 

＜ １月１９日（木） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

 株式会社トレジャー・ファクトリー（東証マザーズ：３０９３） 

講師 代表取締役社長  野坂 英吾氏 

首都圏を中心に総合リサイクルショップ、ユーズドセレクトショップを 57 店展開。様々なカテゴリーのリユース品を

取揃え、幅広い層のお客様にご利用いただき、創業以来 16期連続増収を達成。 

１３：３５～ 

株式会社シベール （ＪＱスタンダード：２２２８） 

講師 代表取締役社長  佐島 清人氏 

山形、仙台が本拠の洋菓子の製造小売業。日本で初めて「ラスク」を進物として商品開発したフロントランナ

ー。通信販売にて全国展開。洋菓子、焼菓子、パン、料飲店も展開。 

 
 

＜ １月２４日（火） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

株式会社ピックルスコーポレーション （ＪＱスタンダード：２９２５） 

講師 代表取締役社長  荻野 芳朗氏 

当社は、コンビニ、スーパーなどに浅漬、キムチ、惣菜等を製造・販売しております。原料野菜は、食の安心・安全

にこだわり、契約栽培により調達しております。 

１３：３５～ 

《講演会》「東南アジアの現状と今後の展望」 

講師 大和総研経済調査部 主席研究員 佐藤 清一郎氏  (ＣＭＡ) 

欧州債務危機、米国景気回復の遅れ等で先進国が困難に直面する一方で、東南アジアは着実な経済成長

を遂げている。日本企業の進出も加速しており、生産基地として更なる深化が期待される。 

 
 



 
 
 

＜ １月２５日（水） ＞ 

開始時刻 会社名・講師名・会社の特徴 

１２：３０～ 

アスクル株式会社（東証 1部：２６７８） 

講師 代表取締役社長  岩田 彰一郎氏 

「明日来る」からアスクル。オフィス用品通販のパイオニア企業。工場や建設現場、研究施設のプロ向け商品の品

揃えを一気に拡大中。企業活動のあらゆるシーンをサポートし、更なる成長をめざす。 

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 

当社は、アウトソーシングサービスを通じて、お客様企業の業務支援する人材サービス企業です。人材派遣サー

ビスを中心に物流やキャンペーンのアウトソーシングサービスを提供しています。 

 

※参加お申込みは、次ページの｢参加申込書｣をご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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） 〒                           

 ＜住所が所属企業の場合は、会社名及び建物名を必ずご記入下さい＞ 

電話（必須）  Ｆａｘ  

Ｅメール  

④参加希望 

（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。 

・1日3社とも参加

を希望する場合

は当該日の右端

に☑ﾁｪｯｸしてく

ださい(個別の会

社のﾁｪｯｸは不要

です)。 

１月 1３日 

(金) 

13:35～14:25 東マ 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ㈱ □ 
□ 

14:40～15:30 ＪＱス 4970 東洋合成工業㈱ □ 

１月 1７日 

(火) 

12:30～13:20 講演会    講演 テーマ：「２０１２年の投資環境と戦略」 □ 
□ 

13:35～14:25 ＪＱス 2751 ㈱テンポスバスターズ □ 

１月１８日

(水) 

12:30～13:20 ＪＱス 2778 ㈱パレモ □ 

□ 13:35～14:25 東1・大１ 6277 ホソカワミクロン㈱ □ 

14:40～15:30 東マ 3634 ㈱ソケッツ □ 

１月１９日

(木) 

12:30～13:20 東マ 3093 ㈱トレジャー・ファクトリー □ 
□ 

13:35～14:25 ＪＱス 2228 ㈱シベール □ 

１月２４日

(火) 

12:30～13:20 ＪＱス 2925 ㈱ピックルスコーポレーション □ 
□ 

13:35～14:25 講演会   講演 テーマ：「東南アジアの現状と今後の展望」 □ 

１月２５日

(水) 

12:30～13:20 東１ 2678 アスクル㈱ □ 
□ 

13:35～14:25 ＪＱス 2471 ㈱エスプール □ 

⑤この説明会を何

で知りましたか 

□当協会のＨＰ           □当協会からのＥメール         □当協会からの封書     

□当協会からのハガキ     □日本経済新聞の広告         □日本証券新聞の広告       

□日本証券新聞社からのＥメール       □アナリストネット・インフィニティーのセミナー案内  

□開催企業のＨＰ   □開催企業からのＥメール    □その他（                        ） 

  

2471 

《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

