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「欧米機関投資家の新たなガバナンス指数をいれたファクター分析
セミナー 投資動向と IR・エンゲージメントの重要性について 」
（2016 年 第 1 回セミナー）

戦略的グローバル IR 協会
（SGIM）2016 年 第 1 回セミナーテーマ
日本ではスチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・

うファクター分析を加えた、ガバナンスファクターを取りいれた

コードが導入され、国内外の機関投資家とのエンゲージメント
（対

投資分析手法へと進化してきています。日本企業の IR 促進にお

話）促進による IR 活動が重視されてきています。一方、グローバ

いても、こうした世界の機関投資家の投資スタンスを理解し、企

ルでは様々な地政学的リスクに加え、地球温暖化対策にむけた温

業経営・IR 促進に生かしていくことが必要となります。こうした

室効果ガス削減を定めたコップ21合意は欧米の機関投資家の投

世界の機関投資家の最新動向についてポール・ホフ氏より講演い

資スタンスに大きな影響を及ぼしてきております。環境要因とい

ただきます。

14：00 ～ 16：00 頃（受付開始 13：45）

日

時

2016 年 9 月 30 日（金）

会

場

山王健保会館 東京都港区赤坂 2- 5 - 6
会員：無料

参加費

予定プログラム

上場企業：無料

地図： http://www.finantec-net.com/pdf/its_map.pdf

一般：5,000 円

※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

略

「欧米機関投資家の新たなガバナンス指数をいれたファクター分析
投資動向とIR・エンゲージメントの重要性について」

歴

ポール・ホフ（ Paul Hoff ）氏（サイエンティフィックベータ

取締役）

1985年から2002年まで HSBC ディレクターとして東京勤務。資本市場に精通し、多くの機関投資家ネットワークを構築。
その後2012年まで FTSE のアジア統括責任者として活躍。その後、サイエンティフィックベータ取締役として、世界の機
関投資家向け投資分析アドバイザリー業務を行っている。

サイエンティフィックベータ
取締役

◆ 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

ポール・ホフ

（Paul Hoff）氏

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「欧米機関投資家の新たなガバナンス指数をいれたファクター分析
投資動向と IR・エンゲージメントの重要性について」（2016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
中央区日本橋兜町 13 -1 兜町偕成ビル別館 4 F
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）

