一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会（SGIM）
上場企業様向けセミナー「日本企業のポテンシャルと株式市場の活用」
（2015 年 第 1 回セミナー）
戦略的グローバル IR 協会
（SGIM）2015年 第1回セミナーテーマ

2015年は、アベノミクスのメインテーマである「日本再興戦略」が

大限に活かし、
“企業責務”と“投資家責務”の実践により年金をはじ

本格的に具体化する年です。岩盤規制改革は政府の責務、民間の活

めとする幅広い投資家層にリターンが還元される資金循環の仕組み

力回帰は我々企業人の責務です。企業の主体的行動を促進するコー

が、本格的にスタートするのです。その仕組みのキーワードは「グロー

ポレートガバナンス・コードと、企業成長を促す投資家との対話・
関係強化を目的としたスチュワードシップ・コードの両輪により、ド

バルスタンダードの戦略的 IR 活動」です。

今回は、世界的エコノミストである JP モルガン証券調査部長・イェ

ライバーとなる上場企業の継続的成長に向けた取り組みが本格的に

スパー・コール氏をお招きし、日本のポテンシャルと成長可能性に

始動します。日本の継続的成長に向けた経営資源（人・モノ・金）を最

向けた日本企業の取り組む方向性について、ご講演いただきます。

日

2015 年 2 月 24 日（火）

時

会員：無料

参加費

上場企業：無料

15：00 ～ 17：00 頃（受付開始 14：45）

一般：3,000 円

会

場

赤坂 Biz タワー オフィス30階

（トムソン・ロイター内セミナールーム）
東京都港区赤坂 5 - 3- 1

予定プログラム

※プログラムは順次、協会ウェブサイトにて更新していきます。

◆ 代表理事からのご挨拶
◆ 基調講演 「日本企業のポテンシャルと株式市場の活用」

JP モルガン証券株式会社 調査部長 イェスパー・コール 氏
1986年来日後、京都大学経済研究所研究員、東京大学教養学部社会科学研究室研究員を経て、1989年 S.G. ウォーバーグ証券会社日本経済

担当チーフ・エコノミストに就任。1994年 J.P. モルガン（東京）調査部長、1998年タイガー・マネージメント L.L.C. 日本駐在事務所マネージ
ングディレクターを経て、1999年8月にメリルリンチ入社、2009年より現職。

一貫して日本経済の研究に携わり、日本版ビッグバンに向けた様々な問題を審議する通商産業省の産業金融小委員会をはじめ、各種政府諮問
委員会のメンバー、財務省の「関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会」の専門委員等を歴任。1980年カナダのレスター・B・ピアソン・カレッ

ジ・オブ・ザ・パシフィック卒業。1986年米（国）ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（SAIS）にて国際経済学修士（M.A.）を取得。

イェスパー・コール 氏
JP モルガン証券株式会社
調査部長

◆ パネルディスカッション ＆ 質疑応答
パネリスト JP モルガン証券株式会社 調査部長 イェスパー・コール 氏／株式会社プルータス・コンサルティング エグゼクティブ・ダイレクター 中川 卓也／
SGIM 代表理事 甲斐 昌樹／ SGIM 代表理事 J.マイケル・オーエン
◆ SGIM 今後の活動内容、勉強会テーマのご案内
申込方法

下記申込書の

FAX 返信 もしくは 協会ウェブサイト http://www.sgim.or.jp/

からお願い致します。

参加申込書
一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会（SGIM）
上場企業様向けセミナー「日本企業のポテンシャルと株式市場の活用」（2015年 第1回セミナー）
当セミナーへのご参加は、事前お申込制となっております。お手数ですが、当申込書に必要事項をご記入の上、下記 FAX 番号まで
ご返送をお願いいたします。後日、事務局よりご確認のメールをお送り致しますので、当日はそのメールを印刷してご持参下さい。

申込日

：

年

月

日

御社名
〒

所在地
部署・御役職名

E-mail

御名前

TEL

御参加人数

名

□ 会員

□ 上場企業

□ その他

FAX

基調講演者への質問事項

申込 FAX 番号

03-4500-6888

〈お問合せ先〉
一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会 事務局
事務局：山崎由美 / 甲斐博樹 E-mail : info@sgim.or.jp TEL：03-4500-6887

※皆様からお預かりする個人情報は、当協会の活動及びサービス提供の目的以外で第三者に開示することはございません。

一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会（SGIM）について
1. 設立の目的
SGIM は、日本企業のトップ自らが、外国人投資家向けに積極的且つ自立的な戦略的 IR を実践するのを促進・支援する
ために設立いたしました。トップ自らが外国人投資家に向けて戦略を直接 IR することの意味は、互いの信頼感の醸成は
もちろんのこと、中長期の投資資金を企業にもたらし、ひいては企業価値の増大をもたらすことであると考えています。
SGIM の設立にあたっては、全米 IR 協会（NIRI）会長の Jeffrey D. Morgan 氏も SGIM の趣旨にご理解とご賛同いた
だいております。
SGIM の活動を通じて、グローバル IR の浸透に貢献し、更には国際的な企業活動の進化及び日本の株式市場の発展に寄
与することを目指します。

2．SGIM の紹介
① SGIM のミッション
（1） IR は経営トップの重要な責務であることを強く主張しその促進を行う。
（2） 外国人投資家に向けた効果的かつ効率的な IR の実施を目指し、英文情報や IT を積極的に活用した IR・ディス
クロージャー支援システムの提供と、IR コンテンツのレベルアップに向けた研究、啓蒙活動の推進を行う。
（3） 経営戦略とりわけ財務戦略と密接に関連した戦略的なグローバル IR の実践の促進
② 協会の概要
（1） 名称：
（2） 所在：
（3） URL ：
（4） 理事：

一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会

Strategic Global IR Management Association

東京都中央区日本橋茅場町 1- 8 -1 2F

http://www.sgim.or.jp/
代表理事 甲斐昌樹（株式会社フィナンテック 代表取締役社長）
代表理事 J. マイケル・オーエン（トランズパシフィックエンタープライズ
理事
菅下清廣（スガシタパートナーズ株式会社 代表取締役社長）
監事
柳澤宏之（柳澤・浅野会計事務所 代表）

代表理事

甲 斐

昌 樹

株式会社フィナンテック
代表取締役社長

③ 会員の特典
（1） セミナー、勉強会等へのご参加
（2） ウェブサイト会員専用コンテンツの閲覧
（3） 調査・研究の詳細閲覧
（4） セミナー・勉強会等の資料公開

代表理事

理事

J. マイケル・オーエン

菅 下

トランズパシフィックエンタープライズ
代表取締役会長

代表取締役会長）

清 廣

スガシタパートナーズ株式会社
代表取締役社長

（5） 各種調査・研究活動の成果フィードバック
（6） 会員及び関連諸団体が提供する各種サービスの優待価格でのご利用
（7） 日本株担当の海外投資家
（約 17,000 名）
への入会企業の告知
（8） 海外投資家向け IR に関する無料相談

④ 入会金・年会費
（1） 入会金：1 万円
（2） 年会費：一般会員 18 万円（上場企業等）
特別会員 30 万円（金融機関、投資家、弁護士、IR 支援団体等）

