
主催： 株式会社マジカルポケット　　協賛：株式会社廣済堂

後援：大和証券株式会社、株式会社フィスコ、日本証券新聞社、IR通信（株式会社イシン）
　　　株式会社インベストメントブリッジ、公益社団法人日本フィランソロピー協会

2015年２月２７日 ～２８日金 土 ハービスHALL会場

開催報告
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開催概要

名　　　称 IR フォーラム 2015 大阪　～いい会社を見つけよう！～

主　　　催 株式会社マジカルポケット

後　　　援 大和証券株式会社、株式会社フィスコ、日本証券新聞、公益社団法人日本フィランソロピー協会、
株式会社インベストメントブリッジ、IR 通信（株式会社イシン）

協　　　賛 株式会社廣済堂

会　　　期 2015 年 2 月 27 日（金）13 時 30 分～ 20 時 00 分
2015 年 2 月 28 日（土）   9 時 30 分～ 17 時 00 分

会　　　場 ハービス HALL（大阪府大阪市北区梅田 2-5-25）

総来場者数 約 2,350 名（入場無料、事前申込み制）

出 展 企 業
（50音順）

アイ・ケイ・ケイ、アズビル、アズワン、伊藤忠商事、宇部興産、AFC-HD アムスライフサイエンス、
オーエス、大阪ガス、オートバックスセブン、小野薬品工業、オリエンタルランド、片倉工業、
カナデン、カンロ、共英製鋼、キリン堂ホールディングス、KDDI、ゲオホールディングス、鴻池運輸、
コクヨ、コニカミノルタ、コマツ、堺化学工業、サコス、サンセイランディック、シーボン、
JVC ケンウッド、静岡ガス、常陽銀行、昭和電工、白鳩、新コスモス電機、生化学工業、
セガサミーホールディングス、田辺三菱製薬、千葉銀行、デイトナ、電算、東映アニメーション、
ニッタ、日本空調サービス、日本製紙、日本ヘルスケア投資法人、日本リテールファンド投資法人、ぴあ、
ピジョン、三井製糖、ミルボン、４℃ホールディングス、ライフネット生命保険、リブセンス、レカム、
ロート製薬、ロックオン

基 調 講 演 「桐谷さんの選ぶいい会社＜関西版＞」（元プロ棋士、投資家  桐谷広人氏）
「ウルフ村田流投資術」（サクセスワイズ代表、金融トレーダー　村田美夏氏）
「桐谷広人×ウルフ村田 トークバトル ～どうなるかわかりません～」 
「ダイワの NISA セミナー ～さあ始めよう！ 2015 年の非課税投資～」
（大和証券株式会社 ダイレクト企画部 上席課長代理 唐沢美樹氏、営業企画部 課長代理 中塚希恵氏）
「FISCO アプリで読み解く 2015 年相場展望」
（株式会社フィスコ 取締役 情報配信サービス事業本部長 中村孝也氏）

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
【ご協賛企業】大和証券／廣済堂／ AFC-HD アムスライフサイエンス／コニカミノルタ／
サンセイランディック／カンロ／田辺三菱製薬／ライフネット生命保険 
・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（各2名）

【ご協賛企業】日本空調サービス／アズワン／サンセイランディック／ライフネット生命保険／
コニカミノルタ／フィスコ／大和証券／アイ・ケイ・ケイ／ニッタ
・2日間ご来場いただいた方へ抽選で優待展示品をプレゼント（各2名）
【ご協賛企業】日本製紙／三井製糖／サコス／ニッタ／ロート製薬／コクヨ／ 4℃ホールディングス／
AFC-HD アムスライフサイエンス

長い目で見ると東京市場は、日銀や年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）、NISAなどによる買い需要が期待できることから、ずるずると下げる
ような地合いは回避されると見られています。そのような状況下、
・具体的にどういった買い需要がどれくらい期待できるのか？
・2015年のテーマ株は？
こうした疑問が沸いてくるでしょう。お任せください。こうした疑問に対する
回答をメインとしたセミナーを開催します。

少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の制度概要とダイワが考えるＮＩＳＡ活用法
についてお話しさせていただきます。ぜひ、今後の資産運用・資産形成にお役
立ていただければと思います。
※本セミナーでは、セミナーでご案内する商品等の勧誘を行う場合があります。

ダイワのNISAセミナー
 ～さあ始めよう！ 2015年の非課税投資～ FISCOアプリで読み解く 2015 年相場展望

株式会社フィスコ
取締役
情報配信サービス 事業本部長
中村  孝也

大和証券株式会社
ダイレクト企画部　上席課長代理
唐沢  美樹
営業企画部　課長代理
中塚  希恵

27日 18 :00～18:45
28日 13 :00～13:45

28日 16 :00～16:45

27日 16 :00～16:45

セミナー ブース

元プロ棋士、投資家

桐谷  広人

桐谷さんの選ぶいい会社 ＜関西版＞

27日 18 :00 ～ 18:45

サクセスワイズ代表、金融トレーダー

村田美夏（ウルフ村田）

ウルフ村田流投資術

28日 10 :00 ～ 10:45

ミニセミナー セミナー ブース

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。

年間2億円ほどの利益を出す個人投資家として有
名。日本や海外のベンチャー企業に資金を供給す
るエンジェル投資家としても活躍。国連の諮問機
関BPW東京クラブ会長就任。講演多数。
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特別講演者のご紹介

長い目で見ると東京市場は、日銀や年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）、NISAなどによる買い需要が期待できることから、ずるずると下げる
ような地合いは回避されると見られています。そのような状況下、
・具体的にどういった買い需要がどれくらい期待できるのか？
・2015年のテーマ株は？
こうした疑問が沸いてくるでしょう。お任せください。こうした疑問に対する
回答をメインとしたセミナーを開催します。

少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の制度概要とダイワが考えるＮＩＳＡ活用法
についてお話しさせていただきます。ぜひ、今後の資産運用・資産形成にお役
立ていただければと思います。
※本セミナーでは、セミナーでご案内する商品等の勧誘を行う場合があります。

ダイワのNISAセミナー
 ～さあ始めよう！ 2015年の非課税投資～ FISCOアプリで読み解く 2015 年相場展望

株式会社フィスコ
取締役
情報配信サービス 事業本部長
中村  孝也

大和証券株式会社
ダイレクト企画部　上席課長代理
唐沢  美樹
営業企画部　課長代理
中塚  希恵

27日 18 :00～18:45
28日 13 :00～13:45

28日 16 :00～16:45

27日 16 :00～16:45

セミナー ブース

元プロ棋士、投資家

桐谷  広人

桐谷さんの選ぶいい会社 ＜関西版＞

27日 18 :00 ～ 18:45

サクセスワイズ代表、金融トレーダー

村田美夏（ウルフ村田）

ウルフ村田流投資術

28日 10 :00 ～ 10:45

ミニセミナー セミナー ブース

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。

年間2億円ほどの利益を出す個人投資家として有
名。日本や海外のベンチャー企業に資金を供給す
るエンジェル投資家としても活躍。国連の諮問機
関BPW東京クラブ会長就任。講演多数。



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

展示ブース ミニセミナー

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アイ・ケイ・ケイ株式会社
東１ 百 株 10 月 配 当 優 待

ミニセミナーブースセミナー

27日 15:00～15:45（セミナー会場 C）
28日 10:00～10:45（セミナー会場 C）

登壇者：経営管理部長　森田 康寛 様
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独自のビジネスモデルで、高収益・安定成長を実現

セミナー風景

展示ブース 優待品

業界随一の品揃えと、インターネットを駆使して情報提供や受発注を行うIT力、ご注文の95％を即日出荷できる物流力が強み。カタログを通

じた独自のビジネスモデルを展開し、卸でありながら営業利益率10％超を維持。日本の科学技術の向上を支えます。

7476アズワン株式会社
東１ 百 株 3 月 配 当 優 待

ブースセミナー 優　待

27日 17:00～17:45（セミナー会場 C）

登壇者：常務取締役 コーポレート本部長  小野 元孝 様



出展企業のご紹介
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「トランスフォーメーションで持続的な利益成長を目指す」

セミナー風景

展示ブース

当社は1873年に創業し情報機器事業を中核として、産業用材料・機器・ヘルスケアなどの事業をグローバルに展開しております。現在、世界150カ
国に販売・サービス体制を構築し海外売上比率が70％を占めております。
本年度（2014年）からは中期経営計画「TRANSFORM 2016」のもとこれからの3年間で、徹底的にお客様本位の企業へと転換していくことで
2016年度に売上高１兆1,000億円以上、営業利益900億円、営業利益率8%以上、ROE10％以上また、継続的な増配を目指しています。

4902コニカミノルタ株式会社
東１ 百 株 3 月 配 当 優 待

ミニセミナーブースセミナー

27日 14:00～14:45（セミナー会場 C）
28日 11:00～11:45（セミナー会場 C）

登壇者：経営管理部 IRグループ リーダー部長  白井 一郎 様

ミニセミナー
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優　待

「ガス警報器を通じて、皆様に安全・安心をお届けします」

セミナー風景

優待品

ミニセミナー展示ブース

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ニッタ株式会社
東１ 百 株 3 月 配 当 優 待

ミニセミナーブースセミナー

28日 15:00～15:45（セミナー会場 B）

登壇者：代表取締役会長  國枝 信孝 様



出展企業のご紹介
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メンテナンスサービスを通じて、建築物に要求される最適な環境を実現する「環境創生企業」

セミナー風景

展示ブース

当社は、1964年の設立以来、建物設備サービスに携わる独立系企業グループとして、昨年創業50周年を迎えることができました。

ストック性、リピート性の高いメンテナンスサービスを中核事業とすることで、着実に成長を続けてまいりました。

これからも、建築物に要求される最適な環境を実現する「環境創生企業」として、社会に貢献することが私たち日本空調グループの使命である

と考えております。

4658日本空調サービス株式会社
東１ 百 株 3 月 配 当

ブースセミナー

28日 14:00～14:45（セミナー会場 C）

登壇者：取締役執行役員 総務部長  草野 幸士 様
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人生に、大切なことを、わかりやすく。

セミナー風景

展示ブース

ライフネット生命は、インターネットを活用することで毎月の保険料を半額にして、子育て世代が安心して子どもを産み育てられる社会を作

りたいという思いで、2006年に設立された生命保険会社です。相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて

便利な商品・サービスの提供を追求する」というマニフェストに基づいて、事業を展開しています。

7157ライフネット生命保険株式会社
東マ 百 株 3 月

ブースセミナー

28日 13:00～13:45（セミナー会場 C）

ミニセミナー

登壇者：代表取締役会長兼CEO  出口 治明 様

ミニセミナー



出展企業のご紹介
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非資源No.1商社を目指して
当社は、現在、中期経営計画「BrandnewDeal 2014 ～非資源No.1商社を目指して～」を掲げ、2年目となる2015年3月期は、連結当期純
利益3,000億円の見通し、1株当たり配当金46円を予定しています。
2014年7月、アジア有数の大手複合企業のひとつで、農畜産物と食料品を中心事業に情報通信、金融などの非資源分野事業を数多く手がける

「チャロン・ポカパン・グループ（CPグループ）」と業務提携契約を締結しました。双方の強みを活かし、アジア地域を中心とした非資源分野
でのさらなる事業展開を図ります。 当社は、非資源No.1商社の地位を確固たるものとすべく、前進を続けていきます。

セミナー風景

登壇者：IR室 室長　中島  聡 様

27日 14:00～14:45（セミナー会場 A）

8001 セミナー伊藤忠商事株式会社
東 1 百株 3 月 配 当

ガスだけじゃない！総合エネルギー事業者へ！
大阪ガスグループは、ますます注目が高まっている天然ガスを事業の柱としています。ガス事業のみならず、電力事業にも積極的に取り組んで

おり、国内外で原子力発電所3基分に相当する規模の天然ガス発電所を有しています。また、海外でのガス開発事業や、活性炭事業などのエネ

ルギー以外の事業にも積極的に進出している企業グループです。セミナーでは当社の事業活動の概要をご紹介いたします。

セミナー風景

登壇者：IR部長　津田  恵 様

28日 16:00～16:45（セミナー会場 B）

9532 セミナー大阪ガス株式会社
東 1 千株 3 月 配 当



出展企業のご紹介

－11－

「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
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。

セミナー風景

登壇者：IR・広報部 部長　椎野 泰成 様

28日 15:00～15:45（セミナー会場 C）

9832 セミナー株式会社オートバックスセブン
東 1 百株 3 月 配 当 優 待

「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、真に患者さんのためになる
医薬品を開発して社会に貢献する。
・創業298年の大阪に本拠を置く老舗製薬企業です。
・医療用医薬品に特化して事業展開しており、ジェネリック医薬品や大衆薬は扱っていない。
・グローバル展開に向けて積極的に提携活動を行っています。
・自己資本比率は90％以上と高く、潤沢な金融資産も保有しています。

セミナー風景

登壇者：広報部長　谷  幸雄 様

28日 11:00～11:45（セミナー会場 A）

4528 セミナー小野薬品工業株式会社
東 1 百株 3 月 配 当



出展企業のご紹介
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新たな成長ステージへ
当社はたくさんの「個人株主の皆さま」に支えられております。

株主であると同時に「パークのファン」として、東京ディズニーリゾートを長年にわたって楽しんで下さっている方々が多く、株主優待券にも

ご好評を頂いています。

セミナー風景

登壇者：経理部長　吉田 謙次 様

27日 17:00～17:45（セミナー会場 A）

4661 セミナー株式会社オリエンタルランド
東 1 百株 3 月 配 当 優 待

関西地盤のドラッグストアチェーングループ。2014年8月に持株会社体制へ移行。
キリン堂グループの強みは、㈱キリン堂が1955年の創業以来、お客さまの健康を総合的にサポートするため、生活習慣病の予防などに重点
を置いたプライベートブランド商品を企画・開発・販売してきたノウハウです。「未病」「医食同源」というコンセプトで、豆乳や健康茶・栄養
強化食品・ダイエット食品などの健康食品のほか、漢方薬やドリンク剤などの医薬品や化粧品を展開。現在は、日用雑貨品の開発や開発輸入に
も取り組んでおります。
今後も、お客さまの健康・感動・満足のために、当社グループ独自の商品開発を積極的に行い、ラインアップをさらに強化してまいります。

セミナー風景

登壇者：専務取締役執行役員　井村  登 様

28日 11:00～11:45（セミナー会場 B）

3194 セミナー株式会社キリン堂ホールディングス
東 1 百株 2 月 配 当

ライブラリー
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KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える
感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。
■当社は、2013年度から2015年度までの中期経営目標として、「持続的な利益成長（前年度比2桁成長）と株主還元強化（連結配当性向30％超）の両立」を掲げ
ています。
■これまでの着実な公約実現を通じ、13年度は、連結営業利益6,632億円（前年度比＋29％）、1株当たり年間配当金130円（前年度比＋44％）を達成しました。
■14年度も、連結営業利益予想7,300億円（前年度比＋10％）、1株当たり年間配当金予想160円（前年度比＋23％）といずれも2桁成長を見込んでおり、今後
も着実に成長を続けていきたいと考えています。

セミナー風景

登壇者：経営管理本部 IR室　マネージャー　山中 義人 様

28日 15:00～15:45（セミナー会場 A）

9433 セミナーKDDI株式会社
東 1 百株 3 月 配 当 優 待

境界を越えて、挑戦しよう。価値創造パートナーを目指す、KONOIKEグループ。
「鴻池運輸」は、1880年の創業以来130年以上の歴史を持つ、大阪発祥の企業です。社名から連想される物流業務よりも、お客様の工場内で

の生産工程請負や、空港等におけるサービス業務請負を中心に、幅広いソリューションを提供しております。本セミナーでは、物流の枠を越え

た当社のビジネスモデルと、中長期的な成長戦略についてご説明します。

セミナー風景

登壇者：広報・IR室 室長　藤原  治 様

28日 16:00～16:45（セミナー会場 C）

9025 セミナー鴻池運輸株式会社
東 1 百株 3 月 配 当
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中期経営計画"Together We Innovate GEMBA Worldwide"を掲げ、事業を推進
コマツ(株式会社小松製作所)は1921年創立の建設・鉱山機械、産業機械、フォークリフトなどのメーカーであり、特に建設機械において世界でナンバー2のシェ
アを誇っています。当社は、「企業価値とは、社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和である」との考えに基づき、「品質と信頼性」を追求し、企業価値
を最大化することを経営の基本としております。2013年度からは中期経営計画"Together We Innovate GEMBA Worldwide"を掲げ、イノベーション(新し
い価値)の創造などを通じた成長戦略に取り組んでいます。
当社では連結業績を反映した利益還元を実施し、安定的な配当に努めております。また本年度(2014年)からは、当社株式を長期保有いただいている株主さまに、
感謝品(オリジナルミニチュア)を進呈することといたしました。

セミナー風景

登壇者：経営管理部 IRグループ
　　　 グループマネージャー　今吉 琢也 様

27日 15:00～15:45（セミナー会場 A）

6301 セミナーコマツ（株式会社小松製作所）
東 1 百株 3 月 配 当 優 待

化学で“やさしい未来づくり”に貢献します
創業当時から無機粉体材料に強みを持ち、2018年に創業100周年を迎える堺化学。超微粒子化や粒子形状制御、表面処理、高純度化など、

特長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。

セミナー風景

登壇者：総務部長　山口 宣裕 様

27日 18:00～18:45（セミナー会場 C）

4078 セミナー堺化学工業株式会社
東 1 千株 3 月 配 当
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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8拠点で事業展開し、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 ブース株式会社サンセイランディック
東１ 百株 12 月 配 当

展示ブース

ミニセミナー

優 待

ミニセミナー

化学のチカラで夢を「具体化。」
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当社の成長戦略についてご説明します。

セミナー風景

登壇者：IR室長　加藤 信裕 様

28日 14:00～14:45（セミナー会場 A）

4004 セミナー昭和電工株式会社
東 1 千株 12 月 配 当
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「ガス警報器を通じて、皆様に安全・安心をお届けします」
新コスモス電機は、１９６４年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発。以来、ガス警報器を通じて、家庭や産業の現場の安全・安心に貢献

しており、家庭用ガス警報器では、国内シェアＮｏ．１を誇っています。最近ではアジアやヨーロッパへの海外展開も積極的に行っています。

今後も独自のガスセンサ技術を活かし、ガス検知器・警報器、住宅用火災警報器、ニオイセンサなどで皆様の安全で快適な環境づくりに貢献

していきます。

セミナー風景

登壇者：広報室長　山田 芳穂 様

27日 16:00～16:45（セミナー会場 C）

6824 セミナー新コスモス電機株式会社
JQS 百株 3 月 配 当

独自の価値を一番乗りでお届けするスピード感のある創薬企業へ
海外導出品の「ジレニア」「インヴォカナ」など全世界での売り上げ伸長によるロイヤリティ収入の拡大、糖尿病治療薬をはじめとする国内新製
品の寄与により、今後も安定した業績を見込んでおります。 配当方針につきましては、将来成長のための投資を積極的に実行することにより企
業価値の増大を図るとともに、安定的、継続的に株主還元を充実させていくことを基本方針に掲げ、現在推進中の「中期経営計画11-15」では、
連結配当性向50％を目途としております。2014年3月期は、1株当たり年間40円（連結配当性向49.4%）の配当を実施いたしました。
2015年3月期につきましても、同額の年間40円の配当を予定しております。

セミナー風景 ミニセミナー ライブラリーパネル

登壇者：広報部長　原　健司 様

27日 15:00～15:45（セミナー会場 B）

4508 セミナー田辺三菱製薬株式会社
東 1 百株 3 月 配 当

ライブラリー ミニセミナー
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日本ヘルスケア投資法人の概要
日本ヘルスケア投資法人は、昨年11月5日に日本初のヘルスケア施設特化型リートとして、東証のリート市場に上場しました。上場時の資産

規模は、14物件、約132億円です。ヘルスケア施設は、オフィスビル等と比較して景気変動の影響を受けにくいため、J-REITにとっては安定

した賃料収入が期待出来ます。現在の組み入れ資産は、有料老人ホームのみですが、今後は病院等の医療施設等も検討し、3年で1,000億円の

資産規模を目指します。

セミナー風景

登壇者：代表取締役副社長　篠塚 裕司 様

27日 16:00～16:45（セミナー会場 A）

3308 セミナー日本ヘルスケア投資法人
東REIT 一口 4月/10月 分配金

「感動のライフライン」の実現を目指して
私たちぴあは、ＩＴを最大限に活用し、レジャー・エンタテインメント領域を楽しむために必要な情報や サービスを届ける「感動のライフライ

ン」を構築することで、21世紀のひとりひとりの生き生きとした生活を支えていきたい、それがぴあの夢であり、使命であると考えています。

ひとりひとりが心の豊かさを享受できるよう、新しい提案をしつづけていきます。

セミナー風景

登壇者：経営企画室 エグゼクティブマネジャー
　　　 幅崎  和彦 様

28日 14:00～14:45（セミナー会場 B）

4337 セミナーぴあ株式会社
東 1 百株 3 月 配 当 優 待
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あたりまえを、発明しよう。
リブセンスでは、コーポレートビジョン「あたりまえを、発明しよう。」のもと、世の中の不便や課題の解決に繋がる新たなサービスの創造・

ご提供を通じた、中期的な企業価値向上を目指しております。現在、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を推進しております。まだまだ成長過程ではございますが、

是非、長い目で応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

セミナー風景

登壇者：代表取締役社長　村上 太一 様

28日 13:00～13:45（セミナー会場 A）

6054 セミナー株式会社リブセンス
東1 百株 12 月

私たちは、「最適な情報通信システムの構築」「最大限の経費削減のお手伝い」「迅速かつ安心して
頂ける保守サービス」「私たち自身の人間としての成長」により、社会に貢献いたします。
おかげさまで2014年10月をもって創業20周年を迎えることができました。1994年の創業以来、私達レカムグループは社是の一つでもある“チャレンジ”を
続け、日本初の無店舗型法人営業フランチャイズ、業界初の定額保守サービス「レッツコピー (Ret’s Copy)」、アウトバウンド型コールセンターの海外展開、ビジ
ネスホンの自社ブランド商品発売、そして、2014年12月にはミャンマー連邦共和国・ヤンゴン市での3つ目のBPOセンターを開設しました。これからも「まだ
世の中にないサービス」「他社が取り組まないサービス」に挑戦し、社会に貢献していきたいと考えています。

セミナー風景

登壇者：代表取締役社長兼グループCEO　伊藤  秀博 様

27日 17:00～17:45（セミナー会場 B）

3323 セミナーレカム株式会社
JQS 百株 9 月
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Impact On The World
「Impact On The World」という企業理念のもと、役職員一丸となり事業に取り組む大阪発のITベンチャー企業です。 大阪本社という地の利
を生かし、関東首都圏でのITエンジニア不足が叫ばれる中において、優良な人材確保ができることは大きな強みです。また、今後日本国内では
さらにエンジニアの獲得が難しくなると予測されますが、当社は早くからベトナム子会社でのオフショア開発体制を整え始めており、順調に
成長しております。社内は常に活気があり、昨年2014年には「働きがいのある会社」ランキング ベストカンパニーに2年連続で選出されま
した。

セミナー風景

登壇者：管理本部 コーポレートコミュニケーション部

　　　  部長　梶原 直樹 様

27日 14:00～14:45（セミナー会場 B）

3690 セミナー株式会社ロックオン
東マ 百株 9 月

東１ 百株 3 月 配 当

6845

「人を中心としたオートメーション」の探求を通じて、お客さまと社会の
持続可能な発展に貢献します。
azbilグループは、持続的成長及び企業価値向上を目指し、健全な財務政策と株主の皆さまへの利益

還元を経営の重要課題と位置付けております。株主の皆さまへの利益還元につきましては、ROE等

も勘案しながら、DOEの水準を目安として、安定した配当を維持していくことが基本方針です。

2013年度（2014年3月期）もこの方針に従って、1株当たり63円（配当性向60.7％）とし、積極

的な利益還元を実施致しました。当年度も同規模を計画しております。

アズビル株式会社 ライブラリー

東１ 千株福証 3 月 配 当

4208

技術の翼と革新の心。世界にはばたく私たちのDNAです。

UBEグループは『化成品・樹脂』 『機能品・ファイン』 『医薬』 『建設資材』 『機械・金属成形』 『エネ

ルギー・環境』の6事業を展開しています。

国内の工場は、宇部工場（山口）のほかに千葉、堺（大阪）、伊佐（山口）、苅田（福岡）。

海外ではスペイン、タイにカプロラクタムやナイロン樹脂、ファインケミカルなどの生産拠点を設

け、グローバルな市場で活動しています。

宇部興産株式会社 ライブラリー
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東 2 千株 1 月 配 当 優 待

9637

ひとびとに“よろこび”の「時間」と「空間」を

映画興行、不動産賃貸・販売、ホテルを３本柱として、関西を中心に首都圏でも事業を幅広く展開し

ています。ＯＳグループでは、すべての事業をサービス業として捉え、顧客満足を第一に考えた質の

高いサービスを提供し続けています。【ひとびとに“よろこび”の「時間」と「空間」を】の企業理念の

もと、より多くの方々に、より様々なサービスを提供するため、新しい事業を開拓し続けます。

また、当社の事業内容をより深く理解していただくため、自社施設をご利用いただける魅力的な株主

優待制度をご用意しています。

オーエス株式会社 ライブラリー

東１ 千株 3 月 配 当

8081

まっすぐチャレンジ　ひたむきにイノベーション

当社は、日本のモノづくりを支え続けてきたエレクトロニクスの総合技術商社です。明治40年の創

業以来培ってきたノウハウと技術力で、情報通信・デバイス、ＦＡシステム、ビル設備、インフラと

いった４つの事業分野でお客様に最高のソリューションを提供することを通じ、社会の発展に寄与

してまいります。

株式会社カナデン ライブラリー

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

2681

日本のすみずみに　新しい楽しさ　新しい価値を　おとどけします

ＤＶＤ、ＣＤ、ゲームソフト、書籍等のレンタル・リサイクル・新品販売を行う『ゲオショップ』のほか、

リユース事業として、家具や生活雑貨などを取り揃える『セカンドストリート』や、衣料・服飾雑貨

等の『ジャンブルストア』などを「直営店」中心に全国展開中。平成26年3月期では、連結売上高が

過去最高を記録しました。

当社の代表的な「レンタル事業」のほか近年、市場拡大期と言われる「リユース事業」を第２の柱とし

て積極的な出店を続けております。

株式会社ゲオホールディングス ライブラリー

JQS 百株 8 月

3192

企業理念　「わくわく」「ドキドキ」感動するインナーライフっていいね！

5年平均売上成長率23％、2014年4月に東証JASDAQに新規上場

1995年自社サイトを開設、インターネットの発展を追い風に成長してまいりました。

”「わくわく」、「ドキドキ」、感動するインナーライフっていいね！”の企業理念は、お客様に感動して

いただくために商品もサービスも質が高く社員も楽しんで働ける「商品・社員・システム」三位一体

の体制に長い時間をかけて進化してきました。当社の強みを育てながら企業価値・株主利益の向上

に取り組んでまいります。

株式会社白鳩 ライブラリー
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東 REIT 一口 2月/8月 分配金

8953

日本リテールファンド投資法人（JRF）の特徴

日本リテールファンド投資法人（JRF）は、 日本で初めて商業施設不動産の運用に特化した投資法人

として、また、不動産会社以外の会社がスポンサーとなる初めての投資法人として、2002年3月に

東京証券取引所に上場（証券コード8953）いたしました。

現在では、日本国内における最大の資産規模を有する商業施設特化型J-REITとして、優良資産への

厳選投資による運用資産の着実な成長を通じ、分配金水準の向上・安定化を目指します。

日本リテールファンド投資法人 ライブラリー

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

東 2 千株 12 月 配 当 優 待

優　待2216

ひと粒のメッセージ

創業から100年余キャンディに取り組み、社名になっている「カンロ飴」を始めとして、菓子食品業

界で初となる「のど飴」や、大人の女性 に向けたグミ市場を作り上げた「ピュレグミ」など、多くのロ

ングセラーヒット商品により、キャンディ市場の発展に寄与しています。昨年発表した中期経営計画

では、真面目な芯を守り本業を強化しつつ、事業領域の拡大も視野に入れて活動していくことを発表

しています。ひとつの企業を100年以上継続してきた根本の真面目さを活かしながら、視野を広げ、

着実に領域を広げてまいります。

カンロ株式会社

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待5440

鉄筋コンクリート用棒鋼　国内シェアNo.1

当社は日本の貴重な資源である鉄スクラップを電気炉で再生し、鉄鋼製品を生産しています。高層ビ

ルや高速道路、マンション、一般住宅に至るまで、社会で広く使われる鉄筋コンクリート用棒鋼で、

国内シェア１位を誇ります。

1963年には、電炉メーカーとして初めて海外に進出。世界20ヶ国以上での技術供与や経営指導、

1994年以来20年以上に及ぶベトナムでの事業展開を通じて、国内外で社会・産業の発展に貢献

しています。

共英製鋼株式会社
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東１ 百株 12 月 配 当 優 待

優　待7984

2015年10月に創業110周年を迎える、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

東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待4926

シーボン.は、皆様のおかげで新たなステージへ

女性の美への願望や期待は不変のものです。特に女性の社会進出が進む昨今、“美しく年齢を重ねた

い”というニーズはますます増えていくでしょう。

しかし、毎日朝晩のお手入れを丁寧に続けることは手間がかかりますし、年齢を重ねるほどお肌の悩

みも増えていきます。だからこそシーボン.は、化粧品を売りっぱなしにするのではなく、美容のプロ

である「フェイシャリスト」がお客様と二人三脚となり、確実にキレイになっていただけるようサ

ポートすることが大切であると考えております。

株式会社シーボン

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
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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 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

当社は創業以来、砂糖の製造・販売を通じて日本の食生活に貢献することを使命としてきました。ま

た、機能性甘味料や、さとうきび抽出物など、「糖からの広がり」をキーワードに研究や開発に努め、

多様化するニーズにお応えする商品づくりに注力しています。なお、今期より、株主の皆さまのご支

援・ご愛顧に感謝を込め、株主優待制度を新設いたしました。今後も皆さまに愛される「スプーンブ

ランド」を目指してまいります。

三井製糖株式会社

東１ 百株 12月20日 配 当 優 待

優　待4919

「髪」美しく、人うつくしい・・・・・・

私どもミルボンは、ヘアデザイナーを通じて、美しい髪を創る分野に絞り込んだ事業を展開しています。サ

ロンを利用するお客様の平均年齢は45歳に達し、美容業界では「大人化」が進行中です。それに伴ってヘア

カラーの中心は “グレイ”へシフト、また “髪の悩み”に応えるヘアケアへのニーズも高まっています。さら

に、お客様一人ひとりの内面にまで踏み込んだサービスが必要になるため、ヘアデザイナーにはきちんとし

たコミュニケーションなどの“対応力”も求められます。こうした市場ニーズに応えるため、ミルボンでは

技術力と対応力を教育の両輪にすえ、サロンの売上アップに貢献するデザイナー育成に力を注いでいます。

株式会社ミルボン

東１ 百株 2 月 配 当 優 待

優　待8008

『すべては、お客様の“笑顔”や“ときめき”のために』

４℃ブランドを中心としたグローバルファッション創造企業グループ
当社グループは、高いブランド力を誇る「４℃」を中心に、収益率の高いジュエリー事業を核として成長戦略に取り組
んでいます。また、アパレルメーカー事業、アパレルＳＰＡ事業、ディリーファッション事業にも取り組んでおり、それ
ぞれの事業領域における強みを発揮するとともに、グループシナジーを活かしながら事業を展開しております。ここ数
年では４期連続増収増益、営業利益、当期純利益で２期連続、経常利益で３期連続過去最高益を更新しており、今後も
更なる企業価値向上に取り組んでまいります。株主還元では安定的・継続的な配当を基本としながら機動的に自社株
買いを実施すること等により利益還元の水準向上を目指しております。この４年は増益基調に伴い連続増配しており、
65期は通期で配当32円（年２回）を予定しております。株主優待では、株主数に応じて株主優待券、毎年変更する自
社商品、日本水フォーラムへの寄付がお選びいただけ、好評をいただいております。

株式会社４℃ホールディングス
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東１ 百株 3 月 配 当 優 待

優　待4527

Happy Surprise! よろこビックリ誓約会社！

目薬世界売上NO1、肌研（ハダラボ）国内売上個数NO1、など国内外にトップブランドを多数所有してお

り、お客様の美と健康に貢献する製品やサービスを提供しております。また、国内だけでなく海外売上比率

が高く、特にアジアを中心に積極的に展開しております。OTC医薬品：目薬（Vロート、Cキューブなど）、

胃腸薬（パンシロンなど）、漢方薬（和漢箋）、メンソレータムブランドのスキンケア製品（リップクリーム、

日焼け止め、ハンドクリーム、軟膏、皮膚治療薬など）、花粉症対策品（アルガード）、検査薬（妊娠検査薬など）

化粧品：肌研（ハダラボ）、オバジ、50の恵、オキシー、デオウなど

ロート製薬株式会社

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？

日頃弊社があまり接点を持てていない若年層の投資家様との接点が持てたことが非常に有意義でした。

会場は好ロケーションで東京からの出張時間を取られず最適でした。また、ホールの規模も余裕があり、説明側・お客

様ともによかった。

ライブラリー出展のみでした。資料配布で少しでも会社の知名度を上げられたことに、大変満足しています。

他のIRイベントと比較すると、通常、出展されないような企業様の参加もあり、その点は、集客要素としてはプラスだ

と思います。

イベントの運営がとても効率良く進められていて、有意義な説明会でありました。今後もこのような機会があればご提

案いただければ幸いです。ありがとうございました。

本イベントに対する満足度は？

どちらとも
いえない
17%

主なコメント

非常に
満足
50%おおむね

満足
33％

個人投資家向けの
IR活動の一環として

41%

新規投資家
の開拓
19％

個人投資家の意見
を拾うため　10％

テストマーケティング
のため　2%

その他　2%

やや不満　0%

非常に不満　0%

会社の知名度
向上のため

26%

集客が期待
できそうだったから

23%

開催地が
良いため
23%出展料が

割安だから
21%

開催時期が
良かったから

10%

毎年恒例のイベント
となっているから

10%

来場者層が合致
したから　5%

規模がちょうど
良かったから　5%

会場が魅力的
だったから　3%
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会場風景

会場入口 総合受付

ライブラリーコーナー

優待品展示コーナー プレゼント展示コーナー

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？

日頃弊社があまり接点を持てていない若年層の投資家様との接点が持てたことが非常に有意義でした。

会場は好ロケーションで東京からの出張時間を取られず最適でした。また、ホールの規模も余裕があり、説明側・お客

様ともによかった。

ライブラリー出展のみでした。資料配布で少しでも会社の知名度を上げられたことに、大変満足しています。

他のIRイベントと比較すると、通常、出展されないような企業様の参加もあり、その点は、集客要素としてはプラスだ

と思います。

イベントの運営がとても効率良く進められていて、有意義な説明会でありました。今後もこのような機会があればご提

案いただければ幸いです。ありがとうございました。

本イベントに対する満足度は？

どちらとも
いえない
17%

主なコメント

非常に
満足
50%おおむね

満足
33％

個人投資家向けの
IR活動の一環として

41%

新規投資家
の開拓
19％

個人投資家の意見
を拾うため　10％

テストマーケティング
のため　2%

その他　2%

やや不満　0%

非常に不満　0%

会社の知名度
向上のため

26%

集客が期待
できそうだったから

23%

開催地が
良いため
23%出展料が

割安だから
21%

開催時期が
良かったから

10%

毎年恒例のイベント
となっているから

10%

来場者層が合致
したから　5%

規模がちょうど
良かったから　5%

会場が魅力的
だったから　3%
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来場者アンケート

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？

参考になったものはどれですか？

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 参加して参考になりましたか？ 投資を検討しようと思った企業はありましたか？

30代
11%

40代
22%

50代
20%

60代
24%

70代以上
  19%

20代以下
4%

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

企業セミナー

企業展示ブース

基調講演

ライブラリー展示コーナー

株主優待展示コーナー

その他

すぐに投資してみたい企業があった

具体的に検討してみたい企業があった

関心のある企業があった

すぐに投資してみたい企業はなかった

全くなかった

・とてもよかった。株式はもっていても理解不足だった会社があったが、説明を聞けて、保有していてよかったと思いました（60代女性）
・今回参加してこの企業を購入しようと思った会社・銘柄があった（40代女性）
・村田氏の講演はとても有益で、リアリティを感じることができてよかった。このように旬の投資家の話を聞くことができてよい（40代男性）
・いろいろな企業様のお話が聞けて非常に参考になりました（60代女性）
・展示ブースをもっと増やしてほしい（50代男性）
・知らなかった企業をたくさん知ることができました。投資対象として考えていなかった業界も視野に入れていこうと思いました（20代以下女性）
・有名講師の講演を増やしてほしい（70代以上男性）
・初参加です。聞きたいところが被ってしまい残念でした（50代男性）
・興味ある企業のセミナーを受講でき、また、桐谷氏の講演も直接お聞きすることができて良かったです。ただ、会場の場所が少しわかりづらかった
です。ありがとうございました（50代女性）
・初めて参加したがいろいろな企業の考えを聞けて良かった。次回もぜひ参加したい（40代男性）
・落ち着いて聞くことができ勉強になりました。また来たいと思います（60代女性）
・基調講演、企業セミナーは良かったが企業ブースが少なすぎたので次回はもっと増やしてほしい（40代男性）
・桐谷さん、村田さんにつられてきました。次回はもっとじっくり参加したい（50代男性）
・IRフォーラムに参加して、大変興味深い話を聞き、今後の投資に活用したいと思います（40代男性）
・村田さんの講演が面白かった。投資対象にしようと思う企業がいくつか見つかったので参加してよかった（40代女性）
・高知から参りました。ぜひ四国でもやっていただきたいと思いました（30代女性）
・IRセミナーは東京が多く、大阪・関西方面ももっと多くしていただきたいです（50代女性）
・展示ブースがもう少し広く、担当者とゆっくり話し合える余裕があればなお素晴らしい（60代男性）
・開会前に5分ぐらいの企業紹介ムービーを流すことで概要を理解しやすくなるはず（30代男性）
・年々規模が大きくなってきているが、名証IRフォーラムに比べるとまだまだ小さい。大阪IRフォーラムにはこじんまりとした良さがあるが、寂し
さが感じられる。今回の2倍、少なくとも1.5倍の規模は欲しい。次回も楽しみにしています（50代男性）
・基調講演の時間を90分にしてほしい（60代男性）
・このフォーラムに出席して初めて知った企業も多く（それもいい会社！）知ることができ、また企業の方から生の声をいっぱい聞くことができ多い
に刺激となった2日間でした。このセミナーが新春の大阪名物セミナーになると嬉しいです。早くも次回が心待ち遠しいです（40代女性）

女性
34%

男性
66%

100万円未満
8%

500～1,000万円未満
23%

1,000～5,000万円未満
34%

5,000万円～
1億円未満
7%

1億円以上 4%

100～500万円未満
24%

1年未満  6% 1年以上～
3年未満
9%

今後、株式投資を
始めてみたい

3%

株式投資は
しばらく様子見

3%

3年以上～5年未満
11%

5年以上～
10年未満

21%

10年以上～
20年未満

24%

20年以上
29% 大変参考

になった
25%

初めて
57%

満足
56%

大変満足
21%ふつう

20%

やや不満  2% 不満  1%

長期保有
75%現在、株式投資をしている

94%

短期売買
25%

2回目
30%

3回目以上
13%

あまり参考にならなかった
3%

参考になった
72%

会社役員 3%

会社員
31%

公務員 3%

自営業・経営者 10%

専業
主婦
11%

パート・
アルバイト 5%

専門職
2%

退職・年金
生活者 15%

無職
17%

その他 2%

466

98

503

214

140

37

81

3

256

201

19

3

111

35

137

148

103

117

9

14

学生 1%
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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？

参考になったものはどれですか？

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 参加して参考になりましたか？ 投資を検討しようと思った企業はありましたか？

30代
11%

40代
22%

50代
20%

60代
24%

70代以上
  19%

20代以下
4%

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

企業セミナー

企業展示ブース

基調講演

ライブラリー展示コーナー

株主優待展示コーナー

その他

すぐに投資してみたい企業があった

具体的に検討してみたい企業があった

関心のある企業があった

すぐに投資してみたい企業はなかった

全くなかった

・とてもよかった。株式はもっていても理解不足だった会社があったが、説明を聞けて、保有していてよかったと思いました（60代女性）
・今回参加してこの企業を購入しようと思った会社・銘柄があった（40代女性）
・村田氏の講演はとても有益で、リアリティを感じることができてよかった。このように旬の投資家の話を聞くことができてよい（40代男性）
・いろいろな企業様のお話が聞けて非常に参考になりました（60代女性）
・展示ブースをもっと増やしてほしい（50代男性）
・知らなかった企業をたくさん知ることができました。投資対象として考えていなかった業界も視野に入れていこうと思いました（20代以下女性）
・有名講師の講演を増やしてほしい（70代以上男性）
・初参加です。聞きたいところが被ってしまい残念でした（50代男性）
・興味ある企業のセミナーを受講でき、また、桐谷氏の講演も直接お聞きすることができて良かったです。ただ、会場の場所が少しわかりづらかった
です。ありがとうございました（50代女性）
・初めて参加したがいろいろな企業の考えを聞けて良かった。次回もぜひ参加したい（40代男性）
・落ち着いて聞くことができ勉強になりました。また来たいと思います（60代女性）
・基調講演、企業セミナーは良かったが企業ブースが少なすぎたので次回はもっと増やしてほしい（40代男性）
・桐谷さん、村田さんにつられてきました。次回はもっとじっくり参加したい（50代男性）
・IRフォーラムに参加して、大変興味深い話を聞き、今後の投資に活用したいと思います（40代男性）
・村田さんの講演が面白かった。投資対象にしようと思う企業がいくつか見つかったので参加してよかった（40代女性）
・高知から参りました。ぜひ四国でもやっていただきたいと思いました（30代女性）
・IRセミナーは東京が多く、大阪・関西方面ももっと多くしていただきたいです（50代女性）
・展示ブースがもう少し広く、担当者とゆっくり話し合える余裕があればなお素晴らしい（60代男性）
・開会前に5分ぐらいの企業紹介ムービーを流すことで概要を理解しやすくなるはず（30代男性）
・年々規模が大きくなってきているが、名証IRフォーラムに比べるとまだまだ小さい。大阪IRフォーラムにはこじんまりとした良さがあるが、寂し
さが感じられる。今回の2倍、少なくとも1.5倍の規模は欲しい。次回も楽しみにしています（50代男性）
・基調講演の時間を90分にしてほしい（60代男性）
・このフォーラムに出席して初めて知った企業も多く（それもいい会社！）知ることができ、また企業の方から生の声をいっぱい聞くことができ多い
に刺激となった2日間でした。このセミナーが新春の大阪名物セミナーになると嬉しいです。早くも次回が心待ち遠しいです（40代女性）
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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/irforum2015

A4　チラシ

新聞広告（日本証券新聞に掲載）

B2　ポスター

IR 通信（株式会社イシン）

広告掲載

この度はIRフォーラム2015大阪にご出展いただき誠にありがとうございました。
IRフォーラムとしては初めての2日間開催を実施し、ご出展社様にはお忙しい中、お時間頂戴し感謝申し上げます。
当日は至らない点が多々あり、ご迷惑をお掛けいたしました。
この反省を生かし、次回もご出展社様、ご来場者様にご満足いただけるイベントにして参ります。

今回は“いい会社を見つけよう！”をキーワードにご出展社様を募り、素晴らしい企業様にご出展、ご協力いただけた
ことに感謝申し上げます。
大阪では大きなイベントが少なく、数多くの投資家の皆様にお越しいただき、喜んでいただけました。
今後も皆様のIR活動に少しでもお役に立てるよう、社員一同頑張って参りますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。
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