2017 年 2 月吉日

各位

セミナーのお知らせ
「ＦＤ規則下でのＩＲ活動」
皆様におかれましては、ご多忙の日々を過ごされていることと存じます。
昨年12月に、金融庁の審議会から「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース報告～投資家への
公平・適時な情報開示の確保のために～」が取りまとめられ、公表されました。今後は金融庁が、今通常国
会においてフェア・ディスクロージャー・ルール（FDルール）を盛り込んだ金融商品取引法改正案を提出し、
2018年春にも導入される見通しとなっています。
IRご担当の皆様におかれては、いかに法令を遵守するか、株主・投資家の情報の公平性を確保するか、は
もちろんのこと、そのような制約下においても、資本市場から評価され続ける銘柄であるための効果的なIR
の展開に頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。
本セミナーでは、以下の観点から、FDルール下でのIRの展開案について、ご案内して参ります。


実際にFDルール違反とされた米国の事例では、何が問題だったのか
（どうすれば自社ではそれを防げるのか）



万一、未公表の重要情報を第三者に提供した場合の、具体的な対応手順を社内でどのように整えれ
ば良いか。それを防ぐ手段としてディスクロージャーポリシーがあるというがそれは何か、その策定方法
とは。



アナリスト、投資家は、FDルール下においてどのようなIR対応を求めているのか。



ＩＲオフィサーは情報管理者（Chief Disclosure Officer）を期待されているのか。

また、ご参加各位からの様々なご意見も頂戴し、貴重な情報交換の場とさせていただければと考えておりま
す。多くの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。下記概要をご確認の上、是非、参
加をご検討くださいますようお願いいたします。



開催概要

ジェイ・ユーラス・アイアール主催 ・ 日本 IR 協議会（JIRA）後援
日 時：

2017 年 3 月 16 日（木） 13 時 30 分 ～ 16 時 30 分

会 場：

LEVEL XXI （東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル 21F）
ＴＥＬ：03-5255-1515

定 員： 50 名
参加費用（資料代等）：

弊社お客様および日本ＩＲ協議会会員 １社１名 1,000 円（消費税込)

その他の企業様は 3,000 円（消費税込）とさせていただきます。参加費用は、事前にお振込みをお願
いすることになります。
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セミナー内容
内容

講師

13：30
- 14：30

基調講演
北川 哲雄 先生
「ＦＤ規則が資本市場に与える影響～今後の （青山学院大学 国際マネジメント研
ＩＲ活動への提言」（60 分）
究科 教授）

14：30
- 14：55

「米国・欧州における FD 規則違反事例」
（25 分）

14：55
- 15：00

休憩（5 分）

宮地 真紀子 （JE）
鈴木 紀子 （JE）

北川 哲雄 先生
石黒 徹 弁護士
（森・濱田松本法律事務所 パート
ナー）

15：00
- 16：15

川中 定 氏
パネルディスカッション
「FD 規則に向け、IR 担当者が自社と自身を （横河電機株式会社）
守るために」
（75 分）
千葉 小夜 氏
（明治ホールディングス株式会社）

モデレータ：
岩田 宜子 （JE）
16：15
- 16：30

「本日のまとめ」 （15 分）

岩田 宜子 （JE）

懇談会

懇談会では、茶菓をご用意しております。ご参加の皆様でのご歓談・情報交換の場としていただけれ
ば幸いです。ご講演をいただく両先生および弊社コンサルタントも会場に残っていただきますので、セ
ミナーを通して疑問が残られた点などご質問いただくお時間としても、ご活用いただければと存じま
す。
講師の（JE）表示 ： 当社ジェイ・ユーラス・アイアールのコンサルタント
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主なスピーカーのご紹介
北川 哲雄 （キタガワ テツオ）

青山学院大学 国際マネジメント研究科 教授

1981 年より野村総合研究所、モルガン銀行（現 JP モルガン・アセットマネジメント）等でアナリストを経て
2005 年より現職。専門は「コーポレート・コミュニケーション」および「コーポレート・ガバナンス」。環境省 ESG
検討会座長（現任）。

石黒 徹 （イシグロ トオル）

森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

日本 IR 協議会企画委員、金融法委員会委員、TDK 株式会社社外監査役、大和証券投資信託委託株式会社
社外取締役、日本インベスター・リレーションズ学会理事、ジャスダック証券取引所規律委員会委員、金融審議
会専門委員、日本投資者保護基金理事等を歴任。企業法務；金融証券；国際取引案件を中心に、メガバンク・
グループの合併・M&A、国内企業のグローバル・オファリング、海外企業の東証上場等を手掛ける。Chambers
Global 誌、ALB 誌、IFLR 誌、Legal500、The Best Lawyer International、PLC Which Lawyer 等で Leading
Lawyer としての選定・受賞多数。

川中 定 （カワナカ サダム）

横河電機株式会社 ＩＲ部長

横河電機入社後、広報を皮切りに、人事、労組専従、関連会社管理、生産管理、製造子会社人事・総務、
国内営業スタッフ、グローバル営業（海外営業、エンジ、サービス部隊）スタッフを経て、2012 年より コーポレー
ト・コミュニケーション室長（広報、IR 担当）。2017 年より IR 部長（IR 専任担当）。

千葉 小夜 （チバ サヨ）

明治ホールディングス株式会社 ＩＲ広報部 ＩＲ広報グループ係長

流通小売企業において商品企画、経営企画、IR、広報に従事した後、2011 年 7 月、Meiji Seika フ
ァルマ株式会社に入社。入社と同時に明治ホールディングス株式会社に出向し、IR 広報部 IR 広報
グループに所属。IR の実務には通算で約 12 年携わっている。
岩田 宜子 （イワタ ヨシコ）

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 代表取締役

米系銀行勤務後 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日本代表、
その後、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㈱を設立し、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。日本ＩＲ学会理事。

 お申込み方法
お申込み：

メールまたは FAX にて別添の申込書をお送りください。
折り返し、詳細とご参加費用のお振込みのご案内を致します。

締め切り：

3 月 7 日（火）まで

問合せ先：

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社
担当：宮地・川島
E-mail：ir_university@j-eurusir.com

TEL：03-6273-4032（代）
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「ＦＤ規則下でのＩＲ活動」参加申込フォーム
返信メールアドレス：ir_university@j-eurusir.com

貴社名
(フリガナ)

ご芳名
ご所属・お役職
TEL
e-mail
ご住所
弊社主催セミナー
過去受講経験
日本ＩＲ協議会
について

〒

□ 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・セミナー)
□ 会員
□ 非会員

※なお、上記の内容を、メール文中にご記載、ご返信いただければ、このフォームでの
ご返送は結構です。


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）



上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



個人情報の訂正･抹消をご希望の場合は、下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。

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。

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
E-mail： ir_university@j-eurusir.com

担当 宮地 ・ 川島

