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主催： 株式会社マジカルポケット
後援：公益社団法人日本フィランソロピー協会

テピア（3F）

「いい会社」と出会える株式投資イベント

開催報告
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開催概要

鎌倉投信 取締役

新井  和宏

いい会社をふやしましょう

プロフィール
投資家・元将棋棋士（2007年引退）。
現役時代から財テク棋士として知られ、2006年時点では株式を約400銘柄、時価3億円
分を保有し、そのうち1億円が優待銘柄という。そのため、毎日の生活はほとんど現金を使
わず、優待券で生活できるほど。優待・配当銘柄を売らずに持つ投資戦略で、富裕層の仲間
入りをするに至った。株主優待について解説するためNHKの「家計診断 おすすめ悠々ライ
フ」にもテレビ出演した。財テクに関する雑誌「ダイヤモンドZAi」や「日経マネー」にも登
場する等、ユニークな棋士であった。

wikipediaより

プロフィール
個人投資家のためのラジオ番組で経済情報の担当キャスターを務め、イー・ウーマン・オブ・
ザ・イヤー議長部門賞を6回受賞。NPO法人 日本IRプランナーズ協会において「個人投資
家のための企業IR研究会」座長を務め、2008年より同協会理事。2011年一般社団法人く
らしとしごと生活者フォーラム代表理事、2013年4月より東証アカデミー、フェローに就
任。個人投資家のための生活経済、金融リテラシー、ストラテジーをテーマに民間企業や金
融機関、新聞社、自治体、各種商工団体等の主催する講演会、セミナー、研修等での基調講演
に登壇。公的面では各省庁の審議会委員、専門委員などを務め、現在は自治体の住宅整備に
関する委員。経営情報学修士MBA取得後、早稲田大学大学院ファイナンス研究科に学ぶ。

プロフィール
日系信託銀行、外資系投信投資顧問会社等を通じて15年以上にわたり資産運用業務に携わ
る。投資調査研究、株式、通貨の運用等を行ってきた。豊富な運用経験を有し、前職での運用
資産額は、1兆円を超える。2008年11月 鎌倉投信（株）を創業。資産運用部長として運用業
務を統括する。日本中を飛び回り社会をほんとうに豊かにする価値ある会社を探し求めてい
る。

鎌倉投信株式会社 Webサイトより

テレビ、雑誌などで活躍する株主優待生活でおなじみの桐谷さんが、株主
優待視点のいい会社を紹介します。株主優待の魅力や株式投資の楽しさ
などを語ります。

経済株式評論家、テクニカル分析家、コメンテーターなど様々な顔を持つ
ファイナンスのプロ木村佳子氏に、いい会社の見つけ方を解説頂きます。

投資信託「結い 2101」を運用する鎌倉投信の取締役 資産運用部長の新
井和宏氏が、いい会社の考え方を解説します。これからの日本に必要とさ
れる会社とは。

元プロ棋士、投資家

桐谷  広人

桐谷さんの選ぶいい会社

経済株式評論家

木村  佳子

IRで見つける伸びるビジネス、いい会社

Ａ会場 16 :00 ～ 16:45

Ｂ会場 11 :45 ～ 12:30

Ｃ会場 10 :45 ～ 11:30

名　　　称 IR フォーラム 2014 東京　～「いい会社」と出会える株式投資イベント～

主　　　催 株式会社マジカルポケット

後　　　援 公益社団法人日本フィランソロピー協会

会　　　期 2014 年 8 月 23 日（土）10 時 30 分～17 時 00 分

会　　　場 テピア（東京都港区北青山 2 丁目 8 番 44 号）3 階

総来場者数 約 930 名（入場無料、事前申込み制）

出 展 企 業
（50音順）

アイ・ケイ・ケイ、アクリーティブ、アサツー ディ・ケイ、アジュバンコスメジャパン、

麻生フォームクリート、アデランス、アドバネクス、伊藤園、イハラケミカル工業、

エー・ピーカンパニー、エイアンドティー、ＡＦＣ - ＨＤアムスライフサイエンス、

オートバックスセブン、オムロン、カナデン、クミアイ化学工業、コクヨ、こころネット、

コタ、堺化学工業、サコス、サンセイランディック、サンヨーホームズ、J-オイルミルズ、

静岡瓦斯、ジャパンフーズ、昭和電工、積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人、

ソフトクリエイトホールディングス、高砂熱学工業、宝印刷、ティーライフ、電算、トーソー、

東京建物不動産販売、トレジャー・ファクトリー、ニッタ、日本梱包運輸倉庫、

日本車輌製造、日本製紙、日本フィランソロピー協会、ハーツユナイテッドグループ、

バリューコマース、マンダム、三井製糖、モリト、雪印メグミルク、リブセンス

基 調 講 演 投資家・元将棋棋士　桐谷広人氏「桐谷さんの選ぶいい会社」 

経済株式評論家　　　木村佳子氏「IR で見つける伸びるビジネス、いい会社」 

鎌倉投信 取締役　　  新井和宏氏「いい会社をふやしましょう」

プログラム セミナー　　：出展企業の IR セミナー 

基調講演　　：株式セミナー、投資基礎講座等 

展示コーナー：展示カウンターブース、ミニセミナー、投資情報コーナー

プレゼント 全員への来場記念品プレゼント（ティーライフ「ダイエットプーアール茶ポット用」、雪印

メグミルク「雪印北海道 100 粉チーズ 芳醇」のいずれか一点） 

セミナ―3 ブロック参加のうえ、展示ブースのクイズに回答いただいた方の中から抽選で

出展社提供の商品をプレゼント（15 種×各 2 名）

【抽選プレゼント内容】 

モリト：足元のお手入れセット／オートバックスセブン：オートバックスプライベートブラ

ンド商品詰め合わせ／アイ・ケイ・ケイ：アイ・ケイ・ケイ特選菓子詰合せ／こころネット：

福島のお菓子詰め合わせ／宝印刷：クオカード 1,000 円分／サンセイランディック：松坂

牛ギフト券／サンヨーホームズ：防災グッズ／昭和電工：栗菓子　竹風堂の季節限定　栗水

ようかん「くりざさ」12 個入り／オムロン：音波式電動歯ブラシ HT-B201（ホワイト）シュ

シュ マイクロビブラート／ニッタ：北海道チーズ・バターセット／ティーライフ：黒茶の

チカラ エイジングケアシャンプー 500ml ／アドバネクス：ミミダス（みみかき）／雪印メ

グミルク：ジュース詰合せ／アサツー ディ・ケイ：キャラクタータオル＆絵本／アクリーティ

ブ：本牛革メモパッド
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特別講演者のご紹介

鎌倉投信 取締役

新井  和宏

いい会社をふやしましょう

プロフィール
投資家・元将棋棋士（2007年引退）。
現役時代から財テク棋士として知られ、2006年時点では株式を約400銘柄、時価3億円
分を保有し、そのうち1億円が優待銘柄という。そのため、毎日の生活はほとんど現金を使
わず、優待券で生活できるほど。優待・配当銘柄を売らずに持つ投資戦略で、富裕層の仲間
入りをするに至った。株主優待について解説するためNHKの「家計診断 おすすめ悠々ライ
フ」にもテレビ出演した。財テクに関する雑誌「ダイヤモンドZAi」や「日経マネー」にも登
場する等、ユニークな棋士であった。

wikipediaより

プロフィール
個人投資家のためのラジオ番組で経済情報の担当キャスターを務め、イー・ウーマン・オブ・
ザ・イヤー議長部門賞を6回受賞。NPO法人 日本IRプランナーズ協会において「個人投資
家のための企業IR研究会」座長を務め、2008年より同協会理事。2011年一般社団法人く
らしとしごと生活者フォーラム代表理事、2013年4月より東証アカデミー、フェローに就
任。個人投資家のための生活経済、金融リテラシー、ストラテジーをテーマに民間企業や金
融機関、新聞社、自治体、各種商工団体等の主催する講演会、セミナー、研修等での基調講演
に登壇。公的面では各省庁の審議会委員、専門委員などを務め、現在は自治体の住宅整備に
関する委員。経営情報学修士MBA取得後、早稲田大学大学院ファイナンス研究科に学ぶ。

プロフィール
日系信託銀行、外資系投信投資顧問会社等を通じて15年以上にわたり資産運用業務に携わ
る。投資調査研究、株式、通貨の運用等を行ってきた。豊富な運用経験を有し、前職での運用
資産額は、1兆円を超える。2008年11月 鎌倉投信（株）を創業。資産運用部長として運用業
務を統括する。日本中を飛び回り社会をほんとうに豊かにする価値ある会社を探し求めてい
る。

鎌倉投信株式会社 Webサイトより

テレビ、雑誌などで活躍する株主優待生活でおなじみの桐谷さんが、株主
優待視点のいい会社を紹介します。株主優待の魅力や株式投資の楽しさ
などを語ります。

経済株式評論家、テクニカル分析家、コメンテーターなど様々な顔を持つ
ファイナンスのプロ木村佳子氏に、いい会社の見つけ方を解説頂きます。

投資信託「結い 2101」を運用する鎌倉投信の取締役 資産運用部長の新
井和宏氏が、いい会社の考え方を解説します。これからの日本に必要とさ
れる会社とは。

元プロ棋士、投資家

桐谷  広人

桐谷さんの選ぶいい会社

経済株式評論家

木村  佳子

IRで見つける伸びるビジネス、いい会社

Ａ会場 16 :00 ～ 16:45

Ｂ会場 11 :45 ～ 12:30

Ｃ会場 10 :45 ～ 11:30



出展企業のご紹介
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日本を代表する感動創造カンパニーへ

セミナー風景

ミニセミナー

展示ブース

経営理念「お客さまの感動のために」に基づき、「ララシャンス」ブランドのゲストハウスウェディング施設を全国13都市に15店舗展開して

おります。当社は、競合環境が比較的緩やかでランニングコストを抑えられる地方都市を中心に展開し、地方都市ならではの広大な庭園と邸宅

風の施設、オリジナル感を重視したサービスを提供しております。お客さまの感動を通して社会に貢献し、日本を代表する感動創造カンパニー

を目指します。

2198

セミナー会場 B 16:00～16:45

アイ・ケイ・ケイ株式会社
東１ 百 株 10 月 配 当 優 待

登壇者：経営管理部 次長　森田 康寛 様

ミニセミナーブースセミナー

精密ばねで日本のものづくりを支えています

セミナー風景 展示ブース

アドバネクスは、技術開発と加工技術に強みを持つ金属加工メーカーです。

1946年に加藤スプリング製作所として設立以来、精密ばねのトップメーカーとして長い間日本のものづくりを支えています。

5998 ブースセミナー

セミナー会場 B 14:50～15:35

登壇者：代表取締役社長　柴野 恒雄 様

株式会社アドバネクス
東１ 千株 3 月 配 当

「オンリーワンの製品を作る」

「アドバネクスの社会貢献」

「身近な製品を支える高い技術力」

広報IR室　白 華英 様

https://www.facebook.com/irforum/posts/700821986658706

https://www.facebook.com/irforum/posts/700836956657209

https://www.facebook.com/irforum/posts/700822973325274

Facebookにインタビュー記事を掲載
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精密ばねで日本のものづくりを支えています

セミナー風景 展示ブース

アドバネクスは、技術開発と加工技術に強みを持つ金属加工メーカーです。

1946年に加藤スプリング製作所として設立以来、精密ばねのトップメーカーとして長い間日本のものづくりを支えています。

5998 ブースセミナー

セミナー会場 B 14:50～15:35

登壇者：代表取締役社長　柴野 恒雄 様

株式会社アドバネクス
東１ 千株 3 月 配 当

「オンリーワンの製品を作る」

「アドバネクスの社会貢献」

「身近な製品を支える高い技術力」

広報IR室　白 華英 様

https://www.facebook.com/irforum/posts/700821986658706

https://www.facebook.com/irforum/posts/700836956657209

https://www.facebook.com/irforum/posts/700822973325274

Facebookにインタビュー記事を掲載



出展企業のご紹介
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「クルマのことならオートバックス」と支持・信頼いただける店舗を目指して

「クルマ購入からメンテナンス、売却まで」

「オートバックスセブンの将来性」

「フランチャイズ展開で築いた密接な関係」

IR・広報部 部長
椎野 泰成 様

https://www.facebook.com/irforum/posts/683920975015474

https://www.facebook.com/irforum/posts/684175938323311

https://www.facebook.com/irforum/posts/684179844989587

登壇者：副社長執行役員　森本 弘徳 様

セミナー風景 展示ブース

株式会社オートバックスセブンは、今年で誕生４０周年を迎える「オートバックス」などを国内外でフランチャイズ展開する企業です。現在、「ク

ルマのことならオートバックス」をスローガンに、カー用品販売だけでなく車検・整備、クルマの買取り・販売など、商品・サービスの拡大に努

めています。ドライバーの皆様を総合的にサポートし、地域の皆様にクルマのことなら何でもご相談いただける店舗網を構築してまいります。

9832 ブースセミナー

セミナー会場 Ａ 10:50～11:30

Facebookにインタビュー記事を掲載

株式会社オートバックスセブン
東１ 百株 3 月 配 当 優 待

地球上の人々が抱える課題を価値に変えていきます

「投資対象としての2つの魅力」

「長期経営ビジョン」

「血圧計や体温計だけではありません」

経営IR室
経営IR部の皆様

https://www.facebook.com/irforum/posts/688277017913203

https://www.facebook.com/irforum/posts/688277691246469

https://www.facebook.com/irforum/posts/688278347913070

登壇者：経営IR室 経営IR部長　奥村 俊次 様

セミナー風景 展示ブース

オムロンは1933年の創業以来、革新的なオートメーション技術で、工場自動化用の機器や自動改札機、家庭用電子血圧計などを世に送り出し

てきました。現在、世界の経済成長に伴い、さらなる工場の自動化、健康志向の高まり、環境問題の解決などへのニーズが地球規模で高まってい

ます。オムロンは、オートメーションのリーディングカンパニーとして、このニーズをいち早く感知し、これらの社会的課題を解決する製品やソ

リューションの創造に挑戦してまいります。

6645 ブースセミナー

セミナー会場 Ａ 14:50～15:35

Facebookにインタビュー記事を掲載

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

オムロン株式会社
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「クルマのことならオートバックス」と支持・信頼いただける店舗を目指して

「クルマ購入からメンテナンス、売却まで」

「オートバックスセブンの将来性」

「フランチャイズ展開で築いた密接な関係」

IR・広報部 部長
椎野 泰成 様

https://www.facebook.com/irforum/posts/683920975015474

https://www.facebook.com/irforum/posts/684175938323311

https://www.facebook.com/irforum/posts/684179844989587

登壇者：副社長執行役員　森本 弘徳 様

セミナー風景 展示ブース

株式会社オートバックスセブンは、今年で誕生４０周年を迎える「オートバックス」などを国内外でフランチャイズ展開する企業です。現在、「ク

ルマのことならオートバックス」をスローガンに、カー用品販売だけでなく車検・整備、クルマの買取り・販売など、商品・サービスの拡大に努

めています。ドライバーの皆様を総合的にサポートし、地域の皆様にクルマのことなら何でもご相談いただける店舗網を構築してまいります。

9832 ブースセミナー

セミナー会場 Ａ 10:50～11:30

Facebookにインタビュー記事を掲載

株式会社オートバックスセブン
東１ 百株 3 月 配 当 優 待

地球上の人々が抱える課題を価値に変えていきます

「投資対象としての2つの魅力」

「長期経営ビジョン」

「血圧計や体温計だけではありません」

経営IR室
経営IR部の皆様

https://www.facebook.com/irforum/posts/688277017913203

https://www.facebook.com/irforum/posts/688277691246469

https://www.facebook.com/irforum/posts/688278347913070

登壇者：経営IR室 経営IR部長　奥村 俊次 様

セミナー風景 展示ブース

オムロンは1933年の創業以来、革新的なオートメーション技術で、工場自動化用の機器や自動改札機、家庭用電子血圧計などを世に送り出し

てきました。現在、世界の経済成長に伴い、さらなる工場の自動化、健康志向の高まり、環境問題の解決などへのニーズが地球規模で高まってい

ます。オムロンは、オートメーションのリーディングカンパニーとして、このニーズをいち早く感知し、これらの社会的課題を解決する製品やソ

リューションの創造に挑戦してまいります。

6645 ブースセミナー

セミナー会場 Ａ 14:50～15:35

Facebookにインタビュー記事を掲載

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

オムロン株式会社



出展企業のご紹介
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営業エリア拡大、M&Aの推進等で業容拡大

セミナー風景

展示ブース

当社グループは、「私たちは、人々のこころに満足と安らぎをもたらすサービスを提供する。」というグループ理念のもと、福島県を中心に冠婚

葬祭・石材販売・生花・互助会事業等を営んでおります。昨年度は経営統合により営業基盤を強化し、介護事業（サ高住）にも進出いたしました。

今後各事業が協働し、営業エリアの拡大、新規顧客の開拓、M&Aの推進により、業容拡大を目指してまいります。

6060 ブースセミナー

セミナー会場 C 13:50～14:35

登壇者：代表取締役社長　齋藤 高紀 様

こころネット株式会社
JQS 百株 3 月 配 当

昭和電工株式会社

化学のチカラで夢を「具体化。」

「ASEANに於ける世界戦略」

「有機、無機の両翼を持つ化学企業」

「リサイクル事業と社会貢献」
財務・経理部 IR室長　加藤 信裕 様

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677675612306677

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677674942306744

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677159755691596

登壇者：最高財務責任者（CFO） 武藤 三郎 様

セミナー風景 展示ブース

昭和電工は、人々の夢や願いを化学のチカラで「具体化。」します。当社は、長年蓄積してきた無機・金属、有機の技術・素材をベースに環境に

優しい製品の提供により社会に貢献してまいりました。本セミナーでは、拡大するクラウド・サーバー市場を支えるハードディスク、 インフラ

建設を支える黒鉛電極の主力事業を中心にリチウムイオン電池材料事業などの当社事業戦略についてご説明します。

東１

4004 ブースセミナー

千株 12 月 配 当 セミナー会場 Ａ 13:40～14:25

Facebookにインタビュー記事を掲載

財務・経理部 IR室　チーフマネージャー　田沼 隆昇 様

財務・経理部 IR室　石田 綾子 様



－9－

営業エリア拡大、M&Aの推進等で業容拡大

セミナー風景

展示ブース

当社グループは、「私たちは、人々のこころに満足と安らぎをもたらすサービスを提供する。」というグループ理念のもと、福島県を中心に冠婚

葬祭・石材販売・生花・互助会事業等を営んでおります。昨年度は経営統合により営業基盤を強化し、介護事業（サ高住）にも進出いたしました。

今後各事業が協働し、営業エリアの拡大、新規顧客の開拓、M&Aの推進により、業容拡大を目指してまいります。

6060 ブースセミナー

セミナー会場 C 13:50～14:35

登壇者：代表取締役社長　齋藤 高紀 様

こころネット株式会社
JQS 百株 3 月 配 当

昭和電工株式会社

化学のチカラで夢を「具体化。」

「ASEANに於ける世界戦略」

「有機、無機の両翼を持つ化学企業」

「リサイクル事業と社会貢献」
財務・経理部 IR室長　加藤 信裕 様

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677675612306677

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677674942306744

URL: https://www.facebook.com/irforum/posts/677159755691596

登壇者：最高財務責任者（CFO） 武藤 三郎 様

セミナー風景 展示ブース

昭和電工は、人々の夢や願いを化学のチカラで「具体化。」します。当社は、長年蓄積してきた無機・金属、有機の技術・素材をベースに環境に

優しい製品の提供により社会に貢献してまいりました。本セミナーでは、拡大するクラウド・サーバー市場を支えるハードディスク、 インフラ

建設を支える黒鉛電極の主力事業を中心にリチウムイオン電池材料事業などの当社事業戦略についてご説明します。

東１

4004 ブースセミナー

千株 12 月 配 当 セミナー会場 Ａ 13:40～14:25

Facebookにインタビュー記事を掲載

財務・経理部 IR室　チーフマネージャー　田沼 隆昇 様

財務・経理部 IR室　石田 綾子 様



出展企業のご紹介

－10－

『ジャパニーズインベスター』誌のご紹介

セミナー風景

展示ブース

全国10万人の個人投資家に愛読いただいているIR情報誌『ジャパニーズインベスター』（宝印刷株式会社発行）をご紹介するブースを出展い

たします。1990年日本初のIRマガジンとして創刊。証券会社・信託銀行など日本全国の金融機関に加え、証券取引所で無料配布。年4回(1・

4・7・10月)各25日発行となっております。

7921 ブースセミナー

セミナー会場 C 11:45～12:30

登壇者：IR企画部 シニア・アドバイザー　近藤 一仁 様

宝印刷株式会社
東１ 百株 5 月 配 当 優 待

ソフトマテリアル“複合化技術”のグローバルNo.1パートナーへ

セミナー風景

展示ブース

ニッタ株式会社は1885年（明治18年）の創業以来、120年以上にわたって動力伝動用ベルトを中心に、搬送用ベルト、コンベヤシステム、

樹脂製ホース・チューブ、空調用フィルタ、ゴム成形品、メカトロ機器やセンサ製品そして合弁事業としてタイミングベルト・プーリーや半導

体研磨剤などの分野に事業領域を拡大してまいりました。ゴムや樹脂を中心に独自の複合化技術を活用した製品開発でお客様のニーズに応え

てまいります。

5186 ブースセミナー

セミナー会場 C 15:00～15:45

登壇者：代表取締役社長　新田 元庸 様

ニッタ株式会社
東１ 百株 3 月 配 当 優 待



－11－

『ジャパニーズインベスター』誌のご紹介

セミナー風景

展示ブース

全国10万人の個人投資家に愛読いただいているIR情報誌『ジャパニーズインベスター』（宝印刷株式会社発行）をご紹介するブースを出展い

たします。1990年日本初のIRマガジンとして創刊。証券会社・信託銀行など日本全国の金融機関に加え、証券取引所で無料配布。年4回(1・

4・7・10月)各25日発行となっております。

7921 ブースセミナー

セミナー会場 C 11:45～12:30

登壇者：IR企画部 シニア・アドバイザー　近藤 一仁 様

宝印刷株式会社
東１ 百株 5 月 配 当 優 待

ソフトマテリアル“複合化技術”のグローバルNo.1パートナーへ

セミナー風景

展示ブース

ニッタ株式会社は1885年（明治18年）の創業以来、120年以上にわたって動力伝動用ベルトを中心に、搬送用ベルト、コンベヤシステム、

樹脂製ホース・チューブ、空調用フィルタ、ゴム成形品、メカトロ機器やセンサ製品そして合弁事業としてタイミングベルト・プーリーや半導

体研磨剤などの分野に事業領域を拡大してまいりました。ゴムや樹脂を中心に独自の複合化技術を活用した製品開発でお客様のニーズに応え

てまいります。

5186 ブースセミナー

セミナー会場 C 15:00～15:45

登壇者：代表取締役社長　新田 元庸 様

ニッタ株式会社
東１ 百株 3 月 配 当 優 待



出展企業のご紹介

－12－

百年の歴史と共にグローバル成長企業を目指す弊社の概要について

セミナー風景

展示ブース

モリトは、100年の歴史と豊富な資金力を備え国内及び欧米・中国・アセアン地域に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、カメラ用品など、生活に携わる部品を企画から開発・調達・生産・販売・流通に至るまで、グローバルに展開。特に中国・

アセアン戦略の一貫で、中核的な製造・物流拠点の役割を担うため、ベトナムに工場、ミャンマーに駐在員事務所を2012年に開設。世界

No.1をめざす。

9837 ブースセミナー

セミナー会場 B 10:45～11:30

登壇者：IRプロジェクト リーダー　伏野 裕希 様

モリト株式会社
東2 百株 11 月 配 当
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百年の歴史と共にグローバル成長企業を目指す弊社の概要について

セミナー風景

展示ブース

モリトは、100年の歴史と豊富な資金力を備え国内及び欧米・中国・アセアン地域に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、カメラ用品など、生活に携わる部品を企画から開発・調達・生産・販売・流通に至るまで、グローバルに展開。特に中国・

アセアン戦略の一貫で、中核的な製造・物流拠点の役割を担うため、ベトナムに工場、ミャンマーに駐在員事務所を2012年に開設。世界

No.1をめざす。

9837 ブースセミナー

セミナー会場 B 10:45～11:30

登壇者：IRプロジェクト リーダー　伏野 裕希 様

モリト株式会社
東2 百株 11 月 配 当

企業の資金ニーズに応じたフレキシブルな金融サービスを展開

展示ブース

当社グループは、債権買取による金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた、支払企業の経理業務効率化及び納入企業の資金繰

りを支援するサービスを提供しています。現在では、今後成長が期待される医療・介護市場における事業拡大に注力するとともに、タイを中心

とした海外での事業展開を進めております。今後も多様化する顧客の資金ニーズに応じたサービスの拡充に努めることで、継続的な成長を目

指してまいります。

アクリーティブ株式会社 8423 ブース

東１ 百株 3 月 配 当

「コンシューマー・アクティベーション・カンパニー」への変革
アサツー ディ・ケイ（ADK）は、旭通信社と第一企画が1999年に合併して誕生した、国内で第3位の総合広告会社です。ADKは常に既成概

念を打ち破ってまいりました。そのひとつが、テレビアニメというジャンルを開拓したコンテンツビジネスであり、「アニメのADK」と呼ばれ

ています。また、広告業界で初めての上場、中国・アジア地域への進出や世界最大の広告会社との提携など、業界に先駆けたチャレンジを続け

ています。従来の「広告代理店」から、消費者を動かす「コンシューマー・アクティベーション・カンパニー」へ変革するADKにご期待ください。

9747 ブース株式会社アサツー ディ・ケイ
東１ 百株 12 月 配 当

展示ブース



出展企業のご紹介

－14－

「化学で“やさしい未来づくり”を目指して」

セミナー風景

創業当時から無機粉体材料に強みを持ち、2018年に創業100周年を控える堺化学。超微粒子化や高純度化、粒子形状コントロール、表面処

理など、特徴ある技術で社会のニーズに応え、最先端のものづくりを支えてきました。

また、環境への配慮も経営の重要課題とし、火力発電所やごみ焼却場で窒素酸化物・ダイオキシンを分解する触媒の供給や、燃料電池材料の開

発などを通して、環境にやさしい企業グループを目指しています。

4078

セミナー会場 B 13:40～14:25

登壇者：取締役　佐渡 恵 様

セミナー堺化学工業株式会社
東１ 千株 3 月 配 当

「事業と一体化したアデランスの戦略的CSR」～笑顔のために～

セミナー風景

アデランスグループのCSRは、企業成長戦略として、「お客さまの毛髪の悩みを解決する」ために、当

社が実現できる価値や強みを「事業と一体化」することにより、「企業価値の向上」に寄与することを

目指しています。

本セミナーでは、当社の営業現場を基軸にした戦略的CSR活動についてご紹介します。

8170

セミナー会場 C 16:00～16:40

登壇者：CSR推進室 部長 箕輪 睦夫 様

株式会社アデランス セミナー

東１ 百株 2 月 配 当

Facebookにインタビュー記事を掲載

CSR推進室　部長　箕輪 睦夫様

「世界規模へと成長したウィッグビジネス」
https://www.facebook.com/irforum/posts/681633545244217

「アデランスならではの『強み』とは？」
https://www.facebook.com/irforum/posts/681633795244192

「社会貢献と医療分野への深化」
https://www.facebook.com/irforum/posts/681634571910781



－15－

「ＥＣＯ」＆「ＳＡＦＥＴＹ」な住まい創りでオンリーワンを目指します。 

優待展示

コーポレートスローガン「For the best life」のもと、戸建住宅、マンション、賃貸福祉、リフォームの４つの基本事業に、「 暮らし 」をサポート

するサービス事業を加え、お客様のよりよい人生のために生涯にわたるサポートを行っています。既存住宅流通、エコエネルギー事業等を成長

ドライバーとして推進。基本事業とのシナジーによる事業拡大を目指しています。

サンヨーホームズ株式会社 1420 優　待ブース

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

展示ブース

サンセイランディックが手がける権利調整ビジネス～気持ちのよい土地再生を～
ひとつの不動産に土地建物所有者が持つ権利だけでなく借地権者、借家権者といった複数の権利者が存在すると、土地の自由な活用が阻害され、
資産価値が低くなります。このような権利関係の複雑な不動産の代表として、「底地」というものがあります。我々はこの「底地」をはじめとする、
権利関係の複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販する「権利調整ビジネス」を展開しております。権利調整ビジネスを、「人と人との
調整」、「人の想いを買うビジネス」と考え、不動産の権利問題を解決するスペシャリスト集団としてきめ細かな対応を行い、充実したサービスを
提供するため、全国7か所に支店を展開し、全国各地でお客様の様々なニーズに応えながら、不動産の権利問題を解決をしております。

3277株式会社サンセイランディック ブース

東2 百株 12 月 配 当 優 待

Facebookにインタビュー記事を掲載

経営企画室　経営企画課　萩原 彩芽様、 湯田 知子様

「複雑な権利関係が存在する不動産」を取り扱う
https://www.facebook.com/irforum/posts/700923943315177

「具体的な事業内容とは？」
https://www.facebook.com/irforum/posts/700924379981800

「今後のビジョンと社会的貢献」
https://www.facebook.com/irforum/

展示ブース



出展企業のご紹介

－16－

いつまでも健康・いつまでもキレイ
自社企画した健康茶や健康食品、化粧品を中心に通信販売専業の会社です。主力商品のダイエットプーアール茶のほか、ルイボスティー、たんぽ

ぽ茶など健康を重視した商品を取り揃えております。2012年に新規上場を果たし、2014年に東証第二部に市場を変更いたしました。現在は、

デンマークの寝具「ダンフィル」、スペインのキッチン用品「ルクエ」を卸販売する会社をグループに加え、成長へのアクセル全開です。

ティーライフ株式会社 3172 ブース

東2 百株 7 月 配 当 優 待

展示ブース

リユースショップのリーディングカンパニーとして、複数の業態を多店舗展開し、事業成長を目指す

セミナー風景

衣料や家電、家具、生活雑貨、ブランド品など多様なリユース品を扱う総合リユースショップと服飾専

門リユースショップを中心に運営しています。独自のPOSシステムや買取査定支援システムを構築し、

データを活用した店舗経営を実践、首都圏と関西圏を中心に70店以上を展開しています。2013年秋

に低価格ファッションに特化した専門業態「ユーズレット」を新規オープンし、今後も新たな専門業態

の開発を計画しています。

セミナー会場 C 12:45～13:25

登壇者：代表取締役社長　野坂 英吾 様

3093 セミナー株式会社トレジャー・ファクトリー
東マ 百株 2 月 配 当 優 待

Facebookにインタビュー記事を掲載

取締役　管理部長　小林 英治様

「時代のニーズにマッチした総合リユース」
https://www.facebook.com/irforum/posts/685043301569908

「今後の事業展開と希望」
https://www.facebook.com/irforum/posts/685044258236479

「社会貢献と将来への展望」
https://www.facebook.com/irforum/posts/685045084903063



－17－

ミルクにこだわり続け、ミルクの可能性と価値をさらに深め、高め、拡げることを通じて、
未来を創造する総合乳業メーカーを目指します。
雪印メグミルクは、牛乳、乳製品及び食品の製造・販売等をしている企業です。コーポレートスローガン「未来は、ミルクの中にある。」のもと、

安全で安心していただける牛乳、ヨーグルト、バター、チーズ等をお届けするとともに、“乳”の新たな価値を創造すべく積極的に挑戦してまいり

ます。

2270 ブース雪印メグミルク株式会社
東１ 百株 3 月 配 当

展示ブース

「成長し続ける企業グループへ」

セミナー風景

当社グループは、ソフトウェアの不具合を検出し顧客企業に報告する「デバッグサー

ビス」を提供するデバッグ事業を主力事業とし、また、デバッグ事業で培った信頼と

ノウハウを活かして積極的に事業領域を拡大することで着実な成長を遂げてきまし

た。今後も、グループ価値の最大化を目指すべく、様々な製品やサービス、地域を事

業領域と捉え、チャレンジし続けることで着実な成長を目指して参ります。

セミナー会場 B 12:45～13:25

Facebookにインタビュー記事を掲載

登壇者：取締役CFO
　　　 風間 啓哉 様

登壇者：代表取締役社長CEO
　　　 宮澤 栄一 様

経営企画グループ　IR・広報担当　安丸 優衣子様

「デバッグという他に類を見ないビジネスモデル」
https://www.facebook.com/irforum

「ニートやフリーターに活躍の場を提供」
https://www.facebook.com/irforum/posts/689361751138063

「Made in JAPANからChecked by JAPANへ」
https://www.facebook.com/irforum/posts/689362154471356

3676 セミナー株式会社ハーツユナイテッドグループ
東１ 百株 3 月 配 当



社会インフラの再整備と安全・安心の基盤づくりに貢献

当社は、気泡コンクリート工事を中核とした専門工事会社です。長年に亘る気泡コンクリート工事

（軽量盛土工事、管路中詰工事、空洞充填工事）、地盤改良工事での多くの施工実績を通じて、社会資

本整備に貢献しております。今後も【安全第一の精神】と【揺るぎない信頼】及び【独自の施工技術】

を核に、新しい価値提案を行い、お客様から常に評価される施工会社を目指してまいります。

麻生フォームクリート株式会社 1730 ライブラリー

JQS 千株 3 月 配 当

4989

東 1 百株 10 月 配 当

限りない「進化」への挑戦は続く

当社が対象とする分野は農薬原体をはじめ医・農薬中間体、高分子用硬化剤など広範囲におよびま

す。農薬事業では国内トップの農薬専業メーカーへ農薬原体を提供するとともに新製品を共同開発

しています。化成品事業では新しい中間体を開発・供給しており、アミン硬化剤では世界のトップ

メーカーであります。ファインケミカルのパイオニアとして、グローバルに社会への貢献度を増す

努力を続けてまいります。

イハラケミカル工業株式会社 ライブラリー

出展企業のご紹介
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これからの「あたりまえ」を発明するリブセンスの戦略

セミナー風景

リブセンスは、ユーザー・顧客企業・当社の全てにメリットのある「成功報酬型ビジネスモデル」を活

用し、求人・不動産などのインターネットメディアを運営しています。2018年を最終年度とする中期

経営計画の達成に向け、既存事業のシェア拡大はもちろんのこと、出資・事業提携・M&Aを含めた積

極的な新規事業の開発に取り組んでいます。新しい「あたりまえ」をご提供し続けられる企業となるべ

く、進化してまいります。

セミナー会場 A 11:45～12:30

登壇者：代表取締役社長　村上 太一 様

株式会社リブセンス 6054 セミナー

東１ 百株 12 月

Facebookにインタビュー記事を掲載

広報・IR担当　真鍋　順子様

「成功報酬型のインターネットメディア」
https://www.facebook.com/irforum/posts/682502475157324

「あたりまえを発明するリブセンス」
https://www.facebook.com/irforum/posts/681544578586447

「中期経営計画Livesense2018」
https://www.facebook.com/irforum/posts/681545108586394



JQS 百株 12 月 配 当

6722

医療を支え、世界の人々の健康に貢献する

当社は、病院の血液検査全体をカバーする製品の開発から製造・販売・カスタマーサポートまでを

一貫して行っており、世界でも数少ない会社として事業展開しています。現在、当社の製品は

3,000以上の病院で使用されています。医療に対する社会的関心が高まる今こそ、新しい価値の

創造と発展を実現し、臨床検査の分野におけるグローバル企業へと成長するよう取り組んでまいり

ます。

株式会社エイアンドティー ライブラリー

8081

東 1 千株 ３月 配 当

よきものづくりに支えられた健全な社会の発展に貢献します

当社は明治40年の創立以来百余年、お客様にトータルメリットを提供するベストパートナーとし

て、産業界の発展に貢献してきたエレクトロニクスの総合技術商社です。

これまで培ってきた技術力・ノウハウにさらに磨きをかけ、今後も成長が期待される環境・エネル

ギー・省エネ及び先端分野などに注力し、堅実性と成長性を併せ持った健全経営を引き続き実践し

ていきます。

株式会社カナデン ライブラリー

4996

世界の農業生産に貢献する国内トップの農薬専業メーカー

当社は、「いのちと自然」を守り育てることをテーマに、世界規模での農作物の生産性向上に貢献で

きるよう取り組んでおります。創立当初より安全で環境負荷の少ない農薬の開発に傾注し、国産第

1号農薬の開発・製品化に成功しました。国内のみならず、世界各地で自社開発品を中心に製品の

普及を進めるとともに、収益本位の経営に徹し、売上、利益の確保、増大ができる企業体質を確立す

るよう努めております。

クミアイ化学工業株式会社 ライブラリー

JQS 千株 3 月 配 当

4923

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

ライブラリー 優　待

着実な成長路線を歩みながら、「いい会社」であり続けることを目指します。

コタは美容室向けの頭髪用化粧品・医薬部外品を提供するメーカーです。高品質でニーズに適った

製品開発と安定生産に真摯に取り組み、付加価値の高い製品を日々市場へ送り出しています。また、

創業精神に「美容業界（美容室経営）の近代化」を掲げ、独自のビジネスモデルを展開していること

から、2014年3月期の決算で、売上高は16期連続の増収（過去最高）となりました。

コタ株式会社
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9543

業界第4位の都市ガス販売量地産地消型の電力事業にも着手

静岡県内の都市ガス販売に加え、県外へも卸販売を行い、販売量は業界第4位。今後は、浜松地区へ

の卸販売やパイプライン沿線の開拓などで販売量増加を目指します。また、地域のエネルギー資源

を活用した電力事業の準備を進めています。ガスだけではなく、電気も含めたエネルギーの総合的

な提案により、お客様へより良い暮らしを提供していきます。

静岡瓦斯株式会社 ライブラリー

JQS 千株 3 月 配 当

東リート 一口 3/9 月 分配金

8973

積水ハウスをメインスポンサーとする不動産投資法人

本投資法人は、住宅産業のリーディングカンパニーである積水ハウスをメインスポンサーとし、「住

宅」を投資対象とする不動産投資法人（Ｊリート）であり、投資主の皆様に配当可能利益の90％超

を分配する事を基本方針としています。積水ハウスグループの持つ「信用力」「物件供給力」「ノウハ

ウ・ネットワーク」等の強みを最大限活用した成長戦略の下、本格的な資産規模の拡大、収益性の向

上を目指します。

積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 ライブラリー

東 1 百株 3 月 配 当 優 待

3371

単なるECシステム提供企業からeビジネス総合デベロッパー企業へ

ソフトクリエイトホールディングスは、ECサイト構築市場において、国内市場シェア№1の実績を

誇るECサイト構築パッケージ『ecbeing』を販売し、現在では800社以上の企業に導入され、拡大

を続けております。『ネット通販』のサイト構築だけではなく、売れ続けるための施策であるプロ

モーション等のデジタルマーケティング分野へ進出し、eビジネスに関する総合的なサービスを提

供する企業へと変革していきます。

株式会社ソフトクリエイトホールディングス ライブラリー

東 1 百株 3 月 配 当

1969

環境ソリューション企業として、省エネ、CO2削減に貢献

当社は1923年の設立以来「最高の品質創り、特色ある技術開発」を経営理念に、オフィスや工場に

おいて「熱と空気に関するエンジニアリング」を中心とした建築設備工事を核に展開しております。

低炭素社会実現への取組みが進むなか、建築設備のライフサイクルにわたり最適な環境をワンス

トップで提供し、環境ソリューションプロフェッショナルを目指して省エネルギー、CO2削減にグ

ループをあげて貢献してまいります。

高砂熱学工業株式会社 ライブラリー

出展企業のご紹介
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東 1 百株 12 月 配 当

3225

「お客様の信頼」を最高価値として

当社は「仲介」「アセットソリューション」「販売受託」「賃貸」を主な事業として展開する総合不動産

流通企業です。東京建物グループ各社と緊密に連携し、不動産をめぐる様々なニーズにワンストッ

プでお応え致します。常にお客様の立場に立って高品質なサービスの創造・提供に努め「お客様の

信頼」を最高価値として、「お客様評価No.1」を目指しイノベーションによる未来の創造に取り組ん

で参ります。

東京建物不動産販売株式会社 ライブラリー

東 2 百株 3 月 配 当 優 待

5956

窓周り製品を通じて魅力的な住生活を提案いたします。

1949年の設立以来60年以上にわたり国内シェアNo.1のカーテンレールを中心に、ブラインド

やロールスクリーンといった窓装飾品を開発・製造・販売しております。近時は「窓周り製品から

の省エネ・節電提案」に重点を置き、市場のニーズに合わせた付加価値型製品の開発を一層強化す

ると共に、市場拡大が見込まれる海外新興国での販売強化などにより、収益力の向上を目指してま

いります。

トーソー株式会社 ライブラリー

東 1 百株 ３月 配 当

9072

あらゆる物流サービスを一気通貫で提供する総合物流企業です

当社は、昭和28年に創業し、今年で61周年目であります。社名のとおり「梱包」・「運輸」・「倉庫」

の3本を柱に、顧客のニーズに“自前主義”で応えながら事業領域を拡大してきました。国内78拠

点、国内グループ27社、海外24社によるグローバルなネットワークを有し、顧客のニーズに

フィットしたシステムを提案し、あらゆる物流サ－ビスを提供している総合物流企業であります。

日本梱包運輸倉庫株式会社 ライブラリー

人と企業の社会貢献活動を応援しています

ミニセミナー

当協会は、寄付文化の醸成を基軸に、一人ひとりの社会参加推進を目的とした、

社会貢献のきっかけづくり、情報提供等を行っています。

主な事業内容のご紹介
【社会貢献活動の推進】

　　●企業の寄付先を選定

　　●企業へボランティア先を紹介

　　●企業の社会貢献活動の企画及びサポート

　　●企業の社会貢献活動を表彰

【個人の寄付文化醸成】

　　●学校向け寄付文化醸成プログラムの実施

　　●ボランティアプログラムの企画

　　●チャリティーイベントの開催

　　●個人の寄付活動を表彰

公益社団法人日本フィランソロピー協会 ライブラリー ミニセミナー
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東 1 百株 12 月 配 当

2491

アフィリエイトマーケティングのパイオニアとして市場をリード

当社は、日本で初めて「アフィリエイト広告（成果報酬型広告)」を開始したパイオニアで、ソフトバ

ンクグループ、ヤフーグループ各社との連携関係とともに日本最大級のネットワークを有していま

す。10年以上にわたり、Eコマースとともに当社も発展してきました。いまでは、新しい取り組みと

して、アプリ・スマートフォンビジネスを展開しています。今後も、さらに成長するため、挑み続け

てまいります。

バリューコマース株式会社 ライブラリー

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待4929

まだ体験したことのない美へ。私たちは、新たな夢や感動を創造し続けます。

当社グループは、人間が本来持っている自然治癒力に着目し、創業以来、「糖」と「ミネラル」を主成

分とした安心、安全な化粧品の企画・開発・販売に努めてまいりました。美容のプロフェッショナ

ルによるカウンセリング販売を重視し、美容室、理容室、エステティックサロンを通じて、お客様一

人ひとりの肌や髪に最適な化粧品を提供することで、人々の生活を豊かにするとともに地球環境に

配慮した企業でありたいと考えております。

株式会社アジュバンコスメジャパン

東１ 百株 4 月 配 当 優 待

優　待2593、25935

「世界のティーカンパニー」を目指す事業展開と優先株式について

伊藤園は創業以来、経営理念である「お客様第一主義」のもと、全てのお客様のご期待に沿うべく、

様々な取り組みを行ってまいりました。その一つとして、2007年9月に優先株式を東京証券取引

所第一部に上場いたしました。今後も、茶系飲料No.1ブランドの「お～いお茶」をはじめ、野菜飲料、

コーヒー飲料等豊富なラインアップを持つ総合飲料メーカーと同時に、「世界のティーカンパニー」

を目指し、着実に歩んでまいります。

株式会社伊藤園

JQS 百株 8 月 配 当 優 待

優　待2927

「安心・安全を追求する健康食品の総合メーカー」

高級野菜ジュース「国産 野菜の極」が注目を集めています。　健康食品、自然派化粧品、健康こだわ

り食品を扱っており、自社「ＡＦＣ」商品のほか、国内外の多くの企業の商品も多数受託製造してお

ります。原料仕入れ、製造から販売・出荷までを自社一貫システムで行い、静岡の３つの工場は「健

康補助食品ＧＭＰ」の認定工場です。誰もが持つ健康への思いに、予防医学と自然主義の観点から研

究開発に取り組み、健康長寿社会の実現を目指しています。

株式会社ＡＦＣ-ＨＤアムスライフサイエンス

出展企業のご紹介
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東１ 千株 3 月 配 当 優 待

優　待2613

食用油を中心に、Ｊ-オイルミルズの製品は生活のあらゆる場面で皆様を支えています。

Ｊ-オイルミルズは、ホーネンコーポレーション、味の素製油、吉原製油の経営統合により、持株会社

として2003年4月に設立されました。2004年7月には、3社が合併し、一つの事業会社として

スタートし、本年10周年を迎えました。「ステークホルダー（株主様・お取引先様・社会・社員）の

幸せを実現する」という経営理念のもとで、食用油、マーガリン、健康食品など、皆様の生活に欠か

せない製品を安定的に供給して参ります。

株式会社J-オイルミルズ
JQS 百株 8 月 配 当 優 待

優　待2927

「安心・安全を追求する健康食品の総合メーカー」

高級野菜ジュース「国産 野菜の極」が注目を集めています。　健康食品、自然派化粧品、健康こだわ

り食品を扱っており、自社「ＡＦＣ」商品のほか、国内外の多くの企業の商品も多数受託製造してお

ります。原料仕入れ、製造から販売・出荷までを自社一貫システムで行い、静岡の３つの工場は「健

康補助食品ＧＭＰ」の認定工場です。誰もが持つ健康への思いに、予防医学と自然主義の観点から研

究開発に取り組み、健康長寿社会の実現を目指しています。

株式会社ＡＦＣ-ＨＤアムスライフサイエンス

優 待東１ 百株 3 月

優　待3175

六次産業の推進で「食のあるべき姿を追求する」

株式会社エー・ピーカンパニーは、居酒屋チェーンの経営とフランチャイズ出店の管理を中心に行

う会社です。特徴的な接客方法と、宮崎や鹿児島など一つの都道府県をモチーフにしたメニューで

有名な「塚田農場」チェーンは、国内外で105店舗の展開がなされています。一方で、提供する地鶏

や青果・水産物の生産者との直接提携や、養鶏牧場・農場・漁場などの運営、官民出資のファンド

への出資など、第六次産業の育成を積極的に進めています。

株式会社エー・ピーカンパニー

東１ 百株 12 月 配 当 優 待

優　待7984

１９０５年創業の事務用品とオフィス家具の総合メーカー

コクヨグループは、文具、事務用品を製造・販売するステーショナリー関連事業と、オフィス家具、

公共家具の製造・販売、オフィス空間構築などを行うファニチャー関連事業、オフィス用品の通販

とインテリア・生活雑貨の販売を行う通販・小売関連事業からなっています。働く人・学ぶ人の知

的活動を豊かにする商品・サービスの提供を通じて「国の誉（コクヨ）」の名に見合う、選ばれ続け

る企業を目指します。

コクヨ株式会社

JQS 百株 9 月 配 当 優 待

優　待9641

「WE RENT SACOS」建設機械とともに「信頼」をお借りいただきます

サコス株式会社は１９６７年に創業以来、建機レンタルを関東・関西圏を中心に展開しています。

特に当社が得意とする都市型土木工事・鉄道関連工事に注力しており「環境」「安全」「省力」をテー

マとしたオリジナル商品の開発にも取り組んでいます。今後も“営業力”と“商品力”を活かした運

営を行い、お客様から『信頼』の二文字を頂戴できる会社を目指して努力してまいります。

サコス株式会社
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東１ 千株 3 月 配 当 優 待

優　待7102

「インフラストラクチャー創造企業」として、より豊かな人間環境づくりを目指します

日本車輌製造は、新幹線をはじめとする鉄道車両製造のトップメーカーとしてわが国の経済成長と

ともに歩みつつ、輸送用機器、橋梁、建設機械、などへ事業分野を拡大し、「インフラストラクチャー

創造企業」として進化してまいりました。創業以来118年にわたり培った技術と受け継いだ伝統を

基に、インフラストラクチャー分野における「地域に根ざした世界企業」を目指してさらに飛躍すべ

く、前進を続けてまいります。

日本車輌製造株式会社

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待3863

森とともに未来をつくる

当社は、再生可能な資源である木材をさまざまな形で活用する、総合バイオマス企業です。新聞用

紙、印刷用紙、段ボール原紙、ティシューといった紙づくりに留まらず、現在では化成品、電力、ヘル

スケアといった分野にも事業領域を広げています。東京都の面積に匹敵する20.6万haもの森林を

国内外に有し、事業の源泉である木質資源を自らの手で守りながら、持続可能な成長を実現してい

ます。

日本製紙株式会社

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待2599

ジャパンフーズ株式会社は、飲料メーカーから依頼を受け、商品の生産を請け負う受託製造企業です。

人々の生活に「うるおいと健康」をもたらす製品づくりを通じ、安心と信頼を得られる企業となり、

社会に貢献することを企業理念にあげています。 HACCPの承認工場となる等品質管理の取組みを

更に強化し、首都圏から約50kmという好立地を活かし、業界のリーディングカンパニーを目指し

ています。

ジャパンフーズ株式会社

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待3640

日々高まるITニーズに応え、電算は成長を続けます。

長野県・新潟県を基盤に幅広い顧客の期待に応える情報サービスを展開。特に市区役所、町村役場

向けの税務情報や住民情報の管理を行う総合行政情報システムでは、着実に全国展開を図っている。

また、民間企業の多彩な業務内容に適した情報システムも、開発・提供している。高性能、堅牢強固

な設備、信頼できる運用体制を誇る自社データセンターを軸に、地域社会の情報文化に貢献するネッ

トワーク環境の充実を目指す。

株式会社電算

出展企業のご紹介
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東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待4917

男性化粧品を中心に、アジアの生活者にお役立ちする

「美と健康を通じ、快適な生活にお役立ちする」という理念のもと化粧品事業を展開しています。男

性化粧品トップブランド「ギャツビー」を中心に「生活者発・生活者着」の商品を発売し、生活者へ

のお役立ちを実践しています。急速に変化するアジア市場において、生活者に合わせた展開を行な

うとともに、グループのシナジーを発揮できる「オンリーワン・カンパニー」を目指します。

株式会社マンダム

東１ 千株 3 月 配 当 優 待

優　待2109

「これからも愛される「スプーン印」であるために」

三井製糖は、企業理念である「安心・信頼・天然の食品素材を誠実に提供し、豊かな暮らしに貢献し

ます。」の言葉通り、皆さまの“食”を支える安全・安心なお砂糖や食品素材を安定的に供給するこ

とを最大の責務と考えております。私たちは製糖業界のトップブランドとして、時代や価値観の変

化をとらえ、多様化するニーズにもお応えする商品づくりに努めるとともに、これからも多くの皆

さまから愛される「スプーン印」であり続けてまいります。

三井製糖株式会社
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ご出展企業様アンケート

ご出展の目的は？ ご出展の決め手は？

答えを聞いてくる人が多かったです。

ブース内にヒントを展示して、ブースでの滞留時間を増やすようにしてはいかがでしょうか？

ブース内セミナーを開き、途中資料がなくなってしまいましたが、計画通りしていたら300人の方に聞いてもらえた

と思います。予算の関係で、プロパーでの出展は難しいですが、今回よい経験となりました。次年度以降、検討したいと

思います。

各社様のレイアウト、ブースの様子等、勉強のために共有頂ければ有難いと思いました。

非常によくしてくださり、感謝しております。今後とも引き続き何卒宜しくお願い致します。

ご出展後の貴社株価への影響は？

下がった
0%

主なコメント

上がった
38%変わらない

62％

新規投資家
の開拓  27%

企業PR
27%

製品・サービス
のPR  13% その他

20%

投資家の意見を
拾うため  13%

その他
43%

集客が期待できそう
14%

規模がちょうどよい
29%

料金がリーズナブル
14%
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来場者アンケート

社会貢献する「いい会社」に関する考え方／株式投資におけるスタンス来場者属性（基本属性、投資属性）

フォーラムの来場目的と満足度

性別（男女比） 年　代 職　業 株式資産総額

株式投資経験

フォーラムに来場した目的は何ですか？（複数回答可）

株式投資におけるスタンスはどのようなものですか？（複数回答可）

主
な
コ
メ
ン
ト

投資状況

フォーラム全体の満足度

投資スタイル IRフォーラム 参加回数

社会貢献や環境などに取り組む企業を
応援したいと思いますか？

社会貢献する「いい会社」を表現する言葉として
適切なものをお選びください

30代
13%

40代
20%

50代
22%

60代
23%

70代以上
  19%

20代以下
3%

新たな投資先を発掘したかったから

現在投資をしている企業が出展していたから

以前、投資していた企業が出展していたから

企業の経営者の話を聞きたかったから

IR担当者の話を直接聞きたかったから

基調講演に参加したかったから

「いい会社」に興味があったから

地元の企業が出展していたから

株式投資をはじめてみたいと思ったから

大きな成長が期待できる会社の株式を買い、
長期保有する

社会貢献する「いい会社」の株式を買い、
長期保有する

業績や財務状況を重視して株式を買い、
その状況の変化により売買する

配当や株主優待が良い会社の株式を買い、
その内容が維持される限り保有する

決算期を超えるまで保有（配当・株主優待を確定）し、
利益が出たら売却する

日々の株価を見て割安と思われる株式を買い、
利益が出れば売却する

フェアカンパニー

プラチナ・カンパニー

ゴールド・カンパニー

はなまる企業

三ツ星企業

・期待していたより良かったのでまた参加したい。(60代男性)

・翌週に日経IRフェアがあるので、もう少し前倒しの日程にして欲しい。（50代男性）

・ブース型のＩＲは関心のあることについて集中的に情報を入手できとても助かる。ＩＲ担当者を通じ企業の雰囲気を知ることができるのも参考に

なります。（50代男性）

・初めて参加したのですが楽しかったので次回も参加してみたいです。セミナー会場の椅子の間隔を広げて欲しい。会場の地図の縮尺がぜんぜん違う。

（30代女性）

・知らなかった且つこれまで見落としていた企業のＩＲ担当とダイレクトに話せる一つの貴重な機会だと捉えている。（60代男性）

・「いい会社」を表現する言葉として「社会貢献企業」がいい。（70代以上男性）

・クイズラリーが面白かった。楽しみながら出来た。（50代女性）

・2回目の参加ですがあまりの混み具合、落ち着いて企業説明を受けにくい、もう少し何とかならないかと思います。（50代男性）

・年々参加者が増加しているように思われます。より効果的なセミナーブースやセミナー会場及び会場全体のスペース拡張の時期ではないかと思い

ます。（60代男性）

・鎌倉投信の話等たいへんためになりました。来年もまた来たいです。（70代以上男性）

・いつも新たな発見があり、毎年楽しみにしています。今年はだいぶ参加企業が変わった感じ？（60代男性）

・出展企業が割りと他のセミナーでも見かける企業ばかり。セミナー申込時に概要も確認できるようにして欲しい。（20代以下男性）

・事前予約しているのに座ることができないセミナーがあったので、定員以上を入場させないで欲しい。（50代女性）

・今後も同規模以上のフォーラムの継続、新規上場間もない企業や中小型好業績企業の出展に期待しています。（40代女性）

・直接企業の説明を聞ける機会は投資にとても役立ちます。一度に幾つも聞けて便利。（40代女性）

・来年も続けてください。良いイベントなので。（30代男性）

・毎年参加しております。他のIRイベントよりも親しみやすい。スタッフの態度がとても良いです。（50代男性）

・出展企業を多くして1日回れるようにして欲しい。（50代女性）

・講演会場が狭苦しいのでもう少し余裕のある広さを。休憩できるところが多いのは良かった。（40代男性）

・次回も桐谷さんを呼んでいただき講演をお願いできればと思います。（40代女性）

・上場間もない会社が出展して欲しい。（60代男性）

・子どもセミナーが良かったです。わかりやすかった。（20代以下女性）

女性
35%

男性
65%

100万円未満
9%

500～1,000万円未満
26%

1,000～5,000万円未満
29%

5,000万円～
1億円未満
10%

1億円以上 2%

100～500万円未満
24%

1年未満  7% 1年以上～
3年未満
11%

今後、株式投資を
始めてみたい

4%

株式投資は
しばらく様子見

2%

3年以上～5年未満
11%

5年以上～
10年未満

20%

10年以上～
20年未満

23%

20年以上
28%

そう思う
82%

初めて
35%

満足
58%

大変満足
14%

ふつう
22%

やや不満  5% 不満  1%

長期保有
83%

現在、株式投資をしている
94%

短期売買
17%

2回目
31%

3回目以上
34%

分からない 13%

そう思わない 5%

会社役員 4%

会社員
36%

公務員 3%

自営業・経営者 8%

専業
主婦
12%

パート・
アルバイト 4%

専門職
1%

退職・年金
生活者 17%

無職
12%

その他 3%

442

236

292

128

181

319

49

103

122

43

93

38

109

35

145

118

123

114

2

16
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社会貢献する「いい会社」に関する考え方／株式投資におけるスタンス来場者属性（基本属性、投資属性）

フォーラムの来場目的と満足度

性別（男女比） 年　代 職　業 株式資産総額

株式投資経験

フォーラムに来場した目的は何ですか？（複数回答可）

株式投資におけるスタンスはどのようなものですか？（複数回答可）

主
な
コ
メ
ン
ト

投資状況

フォーラム全体の満足度

投資スタイル IRフォーラム 参加回数

社会貢献や環境などに取り組む企業を
応援したいと思いますか？

社会貢献する「いい会社」を表現する言葉として
適切なものをお選びください

30代
13%

40代
20%

50代
22%

60代
23%

70代以上
  19%

20代以下
3%

新たな投資先を発掘したかったから

現在投資をしている企業が出展していたから

以前、投資していた企業が出展していたから

企業の経営者の話を聞きたかったから

IR担当者の話を直接聞きたかったから

基調講演に参加したかったから

「いい会社」に興味があったから

地元の企業が出展していたから

株式投資をはじめてみたいと思ったから

大きな成長が期待できる会社の株式を買い、
長期保有する

社会貢献する「いい会社」の株式を買い、
長期保有する

業績や財務状況を重視して株式を買い、
その状況の変化により売買する

配当や株主優待が良い会社の株式を買い、
その内容が維持される限り保有する

決算期を超えるまで保有（配当・株主優待を確定）し、
利益が出たら売却する

日々の株価を見て割安と思われる株式を買い、
利益が出れば売却する

フェアカンパニー

プラチナ・カンパニー

ゴールド・カンパニー

はなまる企業

三ツ星企業

・期待していたより良かったのでまた参加したい。(60代男性)

・翌週に日経IRフェアがあるので、もう少し前倒しの日程にして欲しい。（50代男性）

・ブース型のＩＲは関心のあることについて集中的に情報を入手できとても助かる。ＩＲ担当者を通じ企業の雰囲気を知ることができるのも参考に

なります。（50代男性）

・初めて参加したのですが楽しかったので次回も参加してみたいです。セミナー会場の椅子の間隔を広げて欲しい。会場の地図の縮尺がぜんぜん違う。

（30代女性）

・知らなかった且つこれまで見落としていた企業のＩＲ担当とダイレクトに話せる一つの貴重な機会だと捉えている。（60代男性）

・「いい会社」を表現する言葉として「社会貢献企業」がいい。（70代以上男性）

・クイズラリーが面白かった。楽しみながら出来た。（50代女性）

・2回目の参加ですがあまりの混み具合、落ち着いて企業説明を受けにくい、もう少し何とかならないかと思います。（50代男性）

・年々参加者が増加しているように思われます。より効果的なセミナーブースやセミナー会場及び会場全体のスペース拡張の時期ではないかと思い

ます。（60代男性）

・鎌倉投信の話等たいへんためになりました。来年もまた来たいです。（70代以上男性）

・いつも新たな発見があり、毎年楽しみにしています。今年はだいぶ参加企業が変わった感じ？（60代男性）

・出展企業が割りと他のセミナーでも見かける企業ばかり。セミナー申込時に概要も確認できるようにして欲しい。（20代以下男性）

・事前予約しているのに座ることができないセミナーがあったので、定員以上を入場させないで欲しい。（50代女性）

・今後も同規模以上のフォーラムの継続、新規上場間もない企業や中小型好業績企業の出展に期待しています。（40代女性）

・直接企業の説明を聞ける機会は投資にとても役立ちます。一度に幾つも聞けて便利。（40代女性）

・来年も続けてください。良いイベントなので。（30代男性）

・毎年参加しております。他のIRイベントよりも親しみやすい。スタッフの態度がとても良いです。（50代男性）

・出展企業を多くして1日回れるようにして欲しい。（50代女性）

・講演会場が狭苦しいのでもう少し余裕のある広さを。休憩できるところが多いのは良かった。（40代男性）

・次回も桐谷さんを呼んでいただき講演をお願いできればと思います。（40代女性）

・上場間もない会社が出展して欲しい。（60代男性）

・子どもセミナーが良かったです。わかりやすかった。（20代以下女性）
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告知活動

告知サイトとポスター・チラシ

告知サイト（公式ホームページ）

http://irforum.jp

Facebook

https://www.facebook.com/irforum

Twitter

https://twitter.com/irforum2014

A4　チラシ

新聞広告（読売新聞 東京本社版に掲載）

B2　ポスター

（東京 23 区の郵便局に配布）

ジャパニーズインベスター誌

（宝印刷発行）

表 4 広告、特集記事

この度はIRフォーラム2014東京にご出展頂きまして、誠にありがとうございました。当日はいくつかのセミナーで
立ち見になることもあり、ご出展者様には大変ご迷惑おかけ致しました。至らなかった点はきちんと反省し、次回もお
客様のお役に立てるよう、努めて参りたいと思います。

今回は「いい会社」をテーマにご出展を募り、改めて素晴らしい会
社の皆様にご協力頂けたことと感謝しております。参加された投
資家の方々にも、これからは社会的意義を持った企業が重要であ
ることをご理解頂けたかと思います。今後も少しでも皆様のお役
に立てるよう、社員一同頑張ってまいりますので、ご指導ください
ますと幸いです。

開
催
後
記


