
 

 

 

2012 年 9 月吉日 

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 

 

「ＩＲと資本市場」シンポジウム 

青山学院大学アイビーホールにて、10 月 1 日開催 

～Ｎｅｗ ｃｏｒｅｓのためのターゲティングＩＲ時代を迎えて～ 

 

2011 年まで、早稲田大学で開催されておりました「ＩＲと資本市場」シンポジウムは、本年、青

山学院大学にて、10 月 1 日 10 時より、開催される運びとなりました。本年は、日本株式は、も

はや「ハイリターン・ローリスク」と言われる時代において、どのように企業は、資本市場と向き合

っていったら良いかという視点で展開する予定です。 

まずは、全米取締役会会員で、大手日本企業の経営も経験された佐藤剛氏の講演と、当シ

ンポジウムの主管教授である北川哲雄先生との対談、続いて、果たして日本企業の中期経営

計画はこれで良いのかという視点で、みずほ証券の北浦秀徳氏、また、ＩＦＲＳ（国際会計基

準）の実施時期そのものよりも、そのコンセプトについてどのように企業は考えたらよいかという

視点で、あずさ監査法人の芝坂佳子氏が、続いて大和総研の藤島裕三氏より、今年の機関投

資家による議決権行使と今後について、報告を行っていただく予定です。また、プロフェッショ

ナルイメージの古沢めぐみ氏からは、アニュアルレポートやＷＥＢ上での社長の写真が、ネガ

ティブなイメージを生んでしまう可能性があるとして、事例を紹介しながら、ＩＲを展開するうえで、

十分知らなくてはならない注意点をアドバイスしていただくなどの実践的な内容となっておりま

す。 

詳細は、添付です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。ご質問は、当シンポジウム

の事務局でありますジェイ・ユーラス・アイアール㈱にご連絡ください。 

 

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社について 

日本企業のニーズを満たし、しかも世界レベルの IR 活動を日本企業に提案・展開・推進する日系

初のグローバル IR コンサルティング会社。東京のほか、ロンドン、ニューヨークに拠点を置く。日本

企業への提案力に関しては高い実績があり、IR に関する経営陣へのコンサルティングでは、時価

総額 1 兆円以上企業から新興企業までを顧客とする。 

オフィス：東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 8 階 

電話：03-6860-8373  担当： 岩田 ・ 原山  http://www.j-eurusir.com/ 

 

ご案内 



 

2012 年 9 月吉日 

IR University 

第2回 「IRと資本市場シンポジウム」のご案内 

New cores のためのターゲッティング IR 時代を迎えて 

 

2004年度から、早稲田大学と共同で開講しておりますIR講座を、昨年、シンポジウムという形で

開催いたしましたが、今年度より、青山学院大学にて、開催する運びとなりました。IR講座を受講さ

れた皆様、そして、多くのIRご担当者の皆様に参加いただけましたら幸いでございます。 

 

開催趣旨 

マクロ環境の激しい変化、それに伴う東京株式市場の長期低迷を受けて IR 担当者一人の努

力がなかなか実を結ばない状況です。日本株への存在感が益々薄くなり、今や、多くの日本株銘

柄は、「ハイリスク・ローリターン」としての位置付けとなってしまいました。このような状況下、IR 担当

者はどうしたら良いのでしょうか。それには、企業のビジネス自体がグローバル競争に勝ち、あるい

は、グローバルから見てユニークなビジネスモデルで、グローバル株として認知される必要がありま

す。 

 

本年の IR University のシンポジウムでは、新たな視点で IR も展開しなければならないという強い

危機意識を持って、企業の経営ご経験者も含めた各界の有識者に集まっていただき実践的な議

論を進めていきたいと考えます。 

 

１．日時、開催場所 

2012 年 10 月 1 日（月） ／ 青山学院大学・アイビーホール青学会館 

 

 

２．スケジュール（予定） 

 

時間 講演内容 講演者（敬称略） 

10:00～10:30 
始めに～問題提議 

 「新たなコア 資本市場とどう向きあうか」 

岩田 宜子 

ｼﾞｪｲ・ﾕｰﾗｽ・ｱｲｱｰル㈱ 

10:30～11:45 

基調講演と対談 

 「日本企業の経営はどこを目指すべきか～経営と資

本市場」 

佐藤 剛氏 

全米取締役会会員 元日立化

成工業㈱副社長 

北川 哲雄教授 



 

時間 講演内容 講演者（敬称略） 

 

ランチタイム （当シンポジウムでは昼食のご用意はござ

いません。学食・青学会館、近隣のレストランをご利用く

ださい。） 

 

13:00～13:45 「中期経営計画開示の在り方」 
杉浦 秀徳氏 

みずほ証券 

13:45～14:30 「統合報告書時代の IR の在り方」 
北川教授 

青山学院教授 

14:45～15:15 
「グローバル視点から見る社長ポートレートが与える間

違った企業イメージ」 

古沢 めぐみ氏 

㈱プロフェッショナルイメージ 

15:15～15:45 「海外投資家が考える企業の ESG～ICGN からの報告」
高山 与志子 

ｼﾞｪｲ・ﾕｰﾗｽ・ｱｲｱｰﾙ㈱ 

16:00～16:30 「業績予想開示 アナリストとの関係をどうするか」 
姜 理恵氏 

青山学院大学 

16:30～17:00 「IFRS への収斂にどう対処するのか」 
芝坂 佳子氏 

あずさ監査法人 

17:15～17:45 「２０１２年議決権行使状況と今後」 
藤島 裕三氏 

大和総研 

18:00～ 懇親会  

 

 

３．参加費用 

受講経験企業※ 一人 5,000 円（税別） ／ その他企業 一人 10,000 円（税別） 

懇親会費用    一人 5,000 円（税別） 

 

※ 早稲田大学と共同開講の IR 講座（ＩＲＯ講座およびＩＲＥ講座）及び第 1 回「ＩＲと資本市場シン

ポジウム」、ならびに弊社開催 各種ＩＲ University に受講経験のある企業を対象と致します。 

 



 

 

講師略歴 
（※講演順） 

北川 哲雄 （キタガワ テツオ） 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 教授 

 

野村総合研究所経営分析室、投資調査部、企業調査部主任研究員従事後、モルガン信託銀

行調査部シニアヴァイスプレジデント、ドレスナー・アセットマネジメント常務等を経て

現職。 

 

佐藤 剛 （サトウ ゴウ） 

NACD (National Association of Corporate Directors: 全米取締役協会) 会員 

全国社外取締役ネットワーク会員、経営行動学会会員 

 

2001 年日立化成工業株式会社代表取締役副社長、2006 年-2007 年 University of Southern California, 

Marshall School of Business 修了 MBA 取得、2003 年-2006 年 取締役 監査委員会委員長 

 

杉浦 秀徳 （スギウラ ヒデノリ） 

みずほ証券株式会社 経営調査部 上級研究員 

京都大学経営管理大学院 特別教授 

 

1984 年日本長期信用銀行入行。1991 年米カリフォルニア大学バークレー校 MBA コース修了。2000

年興銀証券（現みずほ証券）入社、2005 年より現職 

 

古沢 めぐみ （フルサワ メグミ） 

代表取締役社長 

株式会社プロフェッショナルイメージ 

 

朝日新聞社写真部入社、1999 年エグゼクティブポートレート技術取得のため N.Y.の S.Sint 氏に師事、

2003 年米国ニューヨークでイメージコンサルタントのライセンス取得、2004 年 AICI 国際資格 FLC 取得、

2004 年株式会社プロフェッショナルイメージ設立。 

 

姜 理恵 （カン リエ） 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科博士後期課程在籍、 

全米 IR 協会会員、日本 IR 協議会リサーチ・アソシエイト 

 

ソフトバンクモバイル及びモルガン・スタンレー・キャピタルでディスクロージャー業務全般に従事した経



 

験を生かし、企業と投資家の視点からグローバル IR の普及に取り組んでいる。 

名古屋大学経済学部卒、中央大学大学院国際会計研究科修了（MBA） 

 

芝坂 佳子 （シバサカ ヨシコ） 

パートナー 

あずさ監査法人 

 

東京エレクトロン株式会社を経て、アーサーアンダーセン（現在のあずさ監査法人）入所。その後、ナレ

ッジマネジメントの実践・推進や各種プロジェクトに従事。現在、あずさ監査法人に所属し、主としてビジ

ネスレポーティングに関わる調査研究等を実施。 

 

藤島 裕三 （フジシマ ユウゾウ） 

株式会社大和総研 企業経営コンサルティング部 

 

1994 年株式会社大和総研入社、2010 年企業経営コンサルティング部（主任研究員/シニアコンサルタ

ント ガバナンスなど担当）。また、2003 年-2005 年慶應義塾大学 非常勤講師、2005 年-2006 年財務

省「財政投融資ガバナンス委員会」委員、2006 年から 2008 年京都大学大学院非常勤講師。 

 

岩田 宜子 （イワタ ヨシコ） 

代表取締役 

ジェイ･ユーラス･アイアール株式会社 

 

1992 年より IR 業界でのキャリアを開始、1994 年米国 IR コンサルティング会社入社後、日系初のグロー

バル・IR コンサルティング会社、ジェイ・ユーラス・アイアール㈱設立し、2001 年代表取締役に就任。

2007 年より 2011 年まで東証上場会社表彰選定委員。 

 

高山 与志子 （タカヤマ ヨシコ） 

マネージング・ディレクター 

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 

 

1987 年メリルリンチ証券会社ニューヨーク本社投資銀行部門に入社。日本企業の国内外での資金調達、

格付け取得、M&A などに関するアドバイスを行う。1997 年トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレ

ーションズに入社。国内外の企業に対する IR 活動のコンサルティングを行う。2001 年より、現職。2010

年に国際コーポレートガバナンスネットワーク（ICGN)理事に選任される。 

 



 

 

「ＩＲと資本市場シンポジウム」参加申込フォーム 

 

 

返信メールアドレス：ir_university@j-eurusir.com 
 

 ここでご記入いただきました個人情報は、当セミナー運営及び関連講座（フォローアップ講座等）のお知らせ等に使わせ

て頂くものであり、それ以外のものは同意なしに一切第三者に開示・提供することはありません。（法令などにより開示を求

められた場合を除く） 

 下記の個人情報で開示を望まない項目がございましたら、ご記入なさらず空白のままで結構です。但し、その際には事務

手続き上支障が出る可能性もございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 個人情報の訂正･抹消をご希望の場合は、上記事務局までご連絡いただければ、遅滞なく訂正･抹消を行います。 

 そのほか個人情報についてご質問等ございましたら、下記事務局までお問合せください。 

 

 

貴社名  

(フリガナ)  

ご芳名  

ご所属 

お役職 
 

TEL  

e-mail  

ご住所 〒 

過去受講経験 

□ なし 

□ あり 下記のいずれかに○をして下さい 

(IRO・IRE 講座 ・ シンポジウム ・ 各種ＩＲＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ)  

どちらかご希望の
方に☑して下さい □ シンポジウムのみ  □ シンポジウムと懇親会  □ 懇親会のみ

 

お問い合わせ： 

事務局 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 担当 原山 

E-mail： ir_university@j-eurusir.com 

TEL  ： 03-6860-8373 


