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【投資銘柄一覧表】 

№ 小テーマ/業界 銘柄コード 銘柄名 市場名 投資金額 

1 結 婚/旅行 4755 楽天 ジャスダック 977,200

2 結 婚/住居 8848 レオパレス２１ 東証１部 296,808

3 結 婚/家具 9943 ニトリ 東証１部 195,480

4 出 産/食料品 2269 明治ホールディングス 東証１部 295,840

5 出 産/衣料 7545 西松屋チェーン 東証１部 296,208

6 出 産/情報誌 9783 ベネッセホールディングス 東証１部 296,400

7 ｱﾗﾌｫｰ /外食 2440 ぐるなび 東証１部 675,000

8 ｱﾗﾌｫｰ /スポーツ 4801 セントラルスポーツ 東証１部 296,640

9 ｱﾗﾌｫｰ /医薬 4925 ＨＡＢＡ ジャスダック 197,370

10 ｱﾗﾌｫｰ /通販 9937 セシール 東証１部 296,726

11 老後/医薬 4553 東和薬品 東証１部 293,080

12 老後/医薬 4553 沢井製薬 東証１部 292,050

13 老後/臨床 4544 みらかホールディングス 東証１部 195,960

14 老後/旅行 9603 ＨＩＳ 東証１部 296,450

     4,901,212
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１．テーマ設定の理由 

 
このまま私たちはこの高校を卒業して、就職したり進学したりする。それぞれの道を歩んでいく私たちの未来

は、どのようになっているのだろうか。私たちの班員は全員女性、ということもあり、恋の話から始まり、結婚

、出産の話まで盛り上がった。将来私たちは結婚して、子どもを産んで、幸せに一生を終わりたいという、誰し

も憧れる願いがある。 

さて、私たちは、将来幸せに暮らせるのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちは決して結婚しないこと、子どもを産まないことが不幸だと言いたいわけではない。このデータから予

想出来るように、近年では晩婚化、核家族化、子供を持たない夫婦など様々なライフスタイルが存在する。しか

し、女性なら誰もが憧れる結婚。そして出産。私たちの秋田県では、婚姻率が全国最下位、出生率が１４年連続

最下位となっており、私たちの思う将来とは、ちょっと厳しい現実となっている。 

きっと「結婚」「出産」というキーワードには誰もが憧れたことと思う。これから日本が出生率を上げていく

にあたって、政治家による子育て政策も重要になってくるが、まず「結婚したい」「子供欲しい」という気持ち

を持ってことが大切だ。しかし、それは政治家よりも、商品やサービスを見て感じることだと思う。 

 自殺率１位、ガンの死亡率１位、全体の死亡率も１位というマイナスな統計が多い秋田から、「生きることの

楽しみ」に投資していきたいと思う。 

 

２．具体例・未来像 

 

将将来来、、どどんんなな自自分分ででいいたたいい？？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「将来」は様々であることから、客観意見だけでなく主観意見も考慮し、将来私たちに必要な企業をピックア

ップしていこうと思う。 

女性の将来に必要な商品・サービスってなんだ？ 

私たち将来どうなるんだろ・・・？ 

秋田県 Ｈ２０年度データ（厚生労働省：人口動態推移データより） 

婚姻率：４．１（全国最下位） 

出生率：６．７（断トツで全国最下位）→ １４年連続最下位！！ 

年相応に生きたい 

前向きがいい！ 
結婚したい 

子ども欲しい 
元気で明るい 

自慢の母母になりたい 

ああっったたかかいい
家家庭庭  
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→小テーマの設定 

【１】結婚（結婚式や新婚旅行）【２】出産（乳幼児まで） 

【３】アラフォー（比較的手がかからない中高生の子供家庭）【４】老後（元気に生きるために） 

 

３．選出銘柄紹介 
▽楽天 

基本データ 

会社名：株式会社楽天 

社長：三木谷浩史 

設立年数：１９９７年 

資本金：10,753千万円 

事業内容 総合旅行サイトの運営 

選択した理由 
新婚旅行に行くためには必要不可欠な企業であり、「たびピタ」と呼ばれる旅行サイト

なども充実しているので投資した。 

企業の特徴 
楽天トラベルでは、ユーザーの“あいまいな気持ち”に応える新検索機能「たびピタ」

を開設。見た目や機能に遊び心を持ち、旅行をより気軽なものにしている。 

ＣＳＲ ①災害復興支援②エコ活動推進③楽天ＩＴ学校 

 

▽レオパレス 

基本データ 

会社名：株式会社レオパレス２１ 

社長：北川芳輝 

設立年数：１９７３年 

資本金：5,564千万円 

事業内容 アパート・マンションの賃貸管理ほか 

選択した理由 
新婚生活をおくるためには、まず家探しから始まる。レオパレスは家族で暮らすための

豊かな暮らしを提供しているので、投資した。 

企業の特徴 
業界のリーディングカンパニーとして、より快適な暮らしと豊かな社会づくりに貢献

し、社会全体に新しい価値をもたらすということが企業理念である。 

ＣＳＲ 

①良好なサービスと豊かな暮らしの提供 

②地域社会への貢献と職場環境の構築 

③地球環境に優しい社会の実現レオパレス 21 のアパートでは、エアコンの付けっ放しや
消し忘れを防止するため、3時間で自動的に電源が切れるオリジナルの装置を設置してい
る。 

④健全で透明性の高い事業活動 

 

▽ニトリ 

基本データ 

会社名：株式会社ニトリ 

社長：似鳥昭雄 

設立年数：１９７２年 

資本金：1,337千万円 

事業内容 インテリア小売 

選択した理由 
海外原材料の輸入から、商品を提供するまで全て自社で行っていて、他社との差別化が

図られていて良いと思った。 

企業の特徴 
より安価でより安心できる商品やサービス、それがニトリの考える「お、ねだん以

上。」というキャッチコピーの意味。 

ＣＳＲ ①インドネシアスマトラ島沖地震 義援金 2億円 
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②アジアの留学生へ奨学金 4800万円 

 

▽明治乳業 

基本データ 

会社名：明治乳業株式会社 

社長：浅野茂太郎 

設立年数：１９１７年 

資本金：3,364千万円 

事業内容 

牛乳の生産処理及び販売 

乳製品・育児用品の製造及び販売 

飼糧の製造及び販売・畜産食料の製造及び販売 

清涼飲料・他食料品の製造及び販売 

食品加工用機械器具の製造及び販売 

飲食店の経営 

不動産業の経営・畜産業の経営など 

医薬品・医薬部外品・化粧品並びに医療用具の製造・販売 

選択した理由 
乳児を育てる上でミルクは絶対的に必要なもの。 

母親に指示されているミルク業界1位の明治乳業に焦点をあてた。 

企業の特徴 
これまでにない「おいしさ、楽しさ、健康、安心」の世界を拡げ、 

お客様の日々の生活の充実に貢献していく企業にしていく。 

ＣＳＲ 

明治乳業独自の食育を発信。 

ホームページ上で明治乳業ならではの乳製品を使ったおいしくてお客の健康にいいもの

を紹介したり、子どもたちに食育の講話をしたりしている。 

 

▽西松屋 

基本データ 

会社名：株式会社西松屋チェーン 

社長：大村禎史 

設立年数：１９５６年 

資本金：2,523千万円 

事業内容 ベビー･子どものくらし用品専門店チェーン 

選択した理由 

子供の成長はとても早く、乳幼児の衣類品はたくさん必要だし、こまめにサイズを変え

なければならない。出産において衣類品業界は必要不可欠だ。 

たくさん必要な衣類を低価格で良品質で提供している企業を考えた時に、西松屋が浮か

んだので、この企業を選択した。 

企業の特徴 

赤ちゃんや子どもさんを持つ家庭の普段の暮らしが“より豊かに、より便利に、より楽

しく”なるようにとの思いを経営理念としている。 

企業のキャラクターはうさぎのミミちゃん。 

店舗は全国で561店舗（秋田は8店舗） 

ＣＳＲ 
携帯サイトに会員登録し、携帯写メで子供の写真を送るとフィギュアになってプレゼン

ト。 

 

▽ベネッセ 

基本データ 

会社名：株式会社ベネッセホールディングス 

社長：福島保 

設立年数：１９５５年 

資本金：13.6千万円 

事業内容 持株会社・グループ全体の経営方針策定および経営管理等 
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選択した理由 

女性が出産する際に頼れる企業はどこかと考えた時に、Ｂｅｎｅｓｓｅなら、たまごく

らぶなどの情報誌、サイトでの情報提供など出産において女性に安心を提供してくれて

いるのではないかと思ったから。 

企業の特徴 

Ｂｅｎｅｓｓｅ = Ｂｅｎ（よく） ｅｓｓｅ（生きる） 

教育事業、生活事業、介護事業、語学事業においてよく生きるためにいろいろなサービ

スを提供している。 

年をとればとるほど幸せになれるサービスを提供する会社を目標にしている。 

ＣＳＲ 

1999 年、個人の悩み解決を支援する女性限定の会員制サイト。「ウィメンズパーク」が

誕生。 

お客様とコミュニケーションをとりながらリアルな要望から商品を開発する。 

そこで寄せられた商品への意見や要望はすぐに取り入れられ、早期改良に繋がってい

る。 

 

▽ぐるなび 

基本データ 

会社名：株式会社 ぐるなび 

社長：久保征一郎 

設立年数：１９８９年 

資本金：233千万円 

事業内容 
パソコン・携帯電話などによる飲食店のインターネット検索サービスその他関連する事

業。 

選択した理由 

外食が多くなる世代なので、お店を探す検索サイトが便利でよく利用されていると思っ

たため。サイト内には更に「大人のレストランガイド」「シニア（５０歳以上）などの

カテゴリに分けられていて検索しやすく楽しいサイトだと思った。 

企業の特徴 
宴会やグルメ情報の検索サイト。お店だけでなく、お取り寄せグルメや結婚式の二次

会、旅行など幅広い分野で検索ができる。 

ＣＳＲ 

食の安全・地域社会と食の活性化について 

FOOD ACTION NIPPONの推進、「地産地消ナビ」というサイト 

環境対策 

「ぐるなびエコ」というサイト、「みんなでできるエコ活動～助成金プログラム～」、

エコポイントの活用 

 

▽セントラルスポーツ 

基本データ 

会社名：セントラルスポーツ株式会社 

社長：後藤忠治 

設立年数：１９７０年 

資本金：226千万円 

事業内容 

スポーツクラブ（フィットネス・水泳・体操・テニス等のスポーツ施設）の運営・指導

／スポーツ施設の設計アドバイス及 び管理・運営／企業フィットネスの推進／マリーン

レジャー 企画・運営／介護予防事業／旅行業（運輸大臣登録旅行業第 1 種第 1184 号）

／野外活動（サマースクール・スキースクール等）の運営・指導／社会体育指導員の養

成・資格認定及び派遣／チャイルドケア事業／エステティック事業／スポーツ機器 用品

仕入／施設の営繕工事／バス運行管理業務／保険代理 

選択した理由 
運動不足が気になる世代であり、フィットネスへの関心が高い。全国規模のスポーツク

ラブで有名な会社で信用の高い会社であるため。 

企業の特徴 
現代表取締役社長 後藤忠治や小野喬氏、小野清子氏、遠藤幸雄氏などの東京オリンピ

ック出場者が集まり、水泳と体操選手の育成を目的に設立された。 

ＣＳＲ  
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▽ＨＡＢＡ 

基本データ 

会社名：株式会社ハーバー研究所 

社長：小柳昌之 

設立年数：１９８３年 

資本金：70千万円  

事業内容 自然化粧品・医薬部外品・栄養補助食品の開発、製造、販売 

選択した理由 

肌の老化が気になる世代であり、無添加の自然化粧品が魅力的である。スキンケアの他

にダイエットサポートなどのサプリメントも充実している。価格もアラフォー世代にち

ょうどいいと思ったため。 

企業の特徴 

自然化粧品、栄養補助食品を販売。安全性にこだわり、全商品に添加物の防腐剤パラベ

ンを使わず、メイク品ではタール系色素ではなく無機顔料を使用している。通販主体に

有名百貨店、直営店等で販売。 

ＣＳＲ  

 

▽セシール 

基本データ 

会社名：株式会社セシール 

社長：上田昌孝 

設立年数：１９７４年 

資本金：1,259千万円 

事業内容 

カタログでの通信販売。アウターウェア・ナイティ・ファンデーション・ランジェリ

ー・アンダーウェア・ レッグニット・ジュエリー・コスメティック・ライフグッズ・フ

ァッショングッズのカタログ販売、 生保・損保・旅行・通信事業者の各代理店業、通販

販促業務代行サービス事業 

選択した理由 
通販は主婦にとって便利で楽しい買い物方法のひとつであるため。メンバーの中でセシ

ールのカタログを請求している人が多く、通販会社で一番身近だと思ったため。 

企業の特徴 カタログ通販販売。カタログの他にインターネットでも注文ができる。 

ＣＳＲ 

環境対策 

「環境配慮商品」取扱の推進（省エネ効果・防ダニ効果・天然素材使用の商品をエコア

イテムに指定している）フォーマルウェア・ワイシャツ・下着・布団など 

ボランティア休暇制度、「My 箸」持参運動、環境改善提案 表彰制度、「チームマイナ

ス６％」運動への参加、ISO14001 認証の取得、ふるさとの森づくり、工場公園、プルタ

ブの収集と寄附、「グリーン購入」の促進、「ＷＷＦジャパン」への入会、オフィス用

紙削減活動 

 

▽東和薬品 

基本データ 

会社名：東和薬品株式会社 

社長：吉田逸郎 

設立年数：１９５７年 

資本金：471.7千万円 

事業内容 医療用医薬品の製造・販売 

選択した理由 

最近話題のジェネリックのＣＭ。同じ成分・同じ効き目でも安くなっている後発医薬品

のこと。2008 年 4 月より処方箋様式が変更され、今までは医師が認めた人だけしか利用

可能であったのが、誰でも利用可能となった。 

東和製薬はジェネリック薬品の大手企業なので選択した。 

企業の特徴 医師が自信を持って処方できる医薬品 患者様が安心して服用できる医薬品を 
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ジェネリック医薬品のスペシャリストとして、その普及に全力を尽くしています。医薬品をつ

くるだけではありません。研究開発から生産、デリバリー、製造販売後の調査等まで一貫した

プロセスを高レベルで維持することに責任をもつこと企業理念としています。 

ＣＳＲ  

 

▽沢井製薬 

基本データ 

会社名：沢井製薬株式会社 

社長：澤井光郎 

設立年数：１９４８年 

資本金：1,150千万円 

事業内容 医薬品の製造販売及び輸出入 

選択した理由 
同じくジェネリック薬品大手の沢井製薬。循環器用剤、抗生物質、抗がん剤などもカバ

ーしており、秋田県ガン死亡率第１位なのを思い出し、こちらの企業も選択した。 

企業の特徴 

１．「真心こめた医薬品を通じ、人々の健やかな暮らしを実現する」使命。 

２．「創造性を追求し、革新と協調により社会と共に成長する」挑戦。 

３．「お役に立ちたいという心を持ち、なくてはならない存在になる」願い。 

ＣＳＲ 結核撲滅活動・エイズ予防啓発ビデオ制作など 

 

▽みらかホールディングス 

基本データ 

会社名：みらかホールディングス株式会社 

社長：鈴木博正 

設立年数：１９５０年 

資本金：766.6千万円 

事業内容 純粋持株会社としてのグループ全体の戦略立案、IR・広報、経営執行の監督等 

選択した理由 
健康な未来を科学する――。その言葉が印象的な会社である。臨床検査、治験、滅菌、

予防など、医療業界では欠かせないものとなっている。 

企業の特徴 
臨床検査事業をはじめとする医療・健康・生命科学分野における垂直統合型の新しいビジネス

モデルが基盤。 

ＣＳＲ 救命救急技術保持者を育成し、災害時や緊急時の対応力強化  など 

 

▽ＨＩＳ 

基本データ 

会社名：株式会社エイチ・アイ・エス 

社長：平林 朗 

設立年数：１９８０年 

資本金：688.2千万円 

事業内容 旅行事業・ホテル事業など 

選択した理由 

現在１０代の方々の平均寿命は１００歳近くになるのではないかと言われている。そん

な素晴らしい医療体制の中で、私たちはただ生きるだけでなく、楽しんで生きたい。そ

の中でも「旅行」というのは欠かせないものの一つだと思われる。私は HIS なら海外旅

行も豊富で、将来宇宙をはじめ、あらゆるところに行けるのではないかと考えた。 

企業の特徴 
ツーリズムを通じて、世界の人々の見識を高め、国籍、人種、文化、宗教などを超え、

世界平和・相互理解の促進に貢献する。 

ＣＳＲ 各国、各地域に特化した社会貢献活動を中心に活動中。 
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４．財務諸表分析 
各企業の規模・収益性・安全性・成長性の観点から、各企業に順位を付け、その順位から点数を付け、総評価

をつける。会社の規模をみる基準として自己資本・売上、会社の収益性を見る基準としてＲＯＥ・ＲＯＡを用い

る。安全性の基準として、自己資本比率・純資産負債比率、成長性の基準として、売上伸び率・営業利益伸び率

を用いる。 

規模 収益性 安全性 成長性 

自己 

資本 

売上 ROE ROA 営業 

利益率

自己 

資本率 

純資産 

負債比率 

売上 

伸び率 

営業利益 

伸び率 
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西松屋チェーン
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ぐるなび

セントラルスポーツ

ＨＡＢＡ

セシール

東和薬品

沢井製薬

みらかホールディングス

ＨＩＳ

規模

収益性

安全性

成長性
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５．評価額の変化 

 

 

 

６．考察 
①医薬関係の企業は評価額の推移があまり見られなかった。需要が安定して、健康に対する意識が定着してきて

いるのではないかと思われる。女性には美と健康が必要不可欠であったことが分かる。 

②レオパレスは、財務諸表的には悪くない企業だったのだが、他の企業のＣＭの増加や経済不況の打撃を大きく

受けたのではないかと思われる。 

③楽天の不安定な評価額は、メジャーな企業だからというのもあるだろうが、野村監督の辞任問題などが終わり

ニュースなどで取りざただれることが減ったという要因もあると思われる。 

④今回私たちが投資した中で一番成長したのはぐるなびで、不景気の中でも旅行という大きなイベントよりも、

グルメなどちょっとした贅沢が売れたのではないかと思われる。今後もクリスマスシーズンやお正月があるため、

さらに成長するのではないかと思う。 
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明治ホールディングス 西松屋チェーン ベネッセホールディングス

ぐるなび セントラルスポーツ ＨＡＢＡ

セシール 東和薬品 沢井製薬

みらかホールディングス ＨＩＳ
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７．終わりに・感想 
ここに投資したら絶対儲かる。というようなニュアンスを含んだ名前の本が本屋にけっこうあったな、と思う

。ネットなどで簡単に投資できる現代、「投資＝儲かる」という考え方が多い。でも、投資は儲ける、損をする

という話ではないということが今回実感できたと思う。そして、絶対儲かる――そんな企業は存在しないという

ことも分かった。絶対儲かるということは、この経済不況の中でずっと黒字を出し続け、会社の価値が永遠に上

がり続けるということになる。そんな理想的な会社はそうそう見つからない。財務諸表や企業情報から凄まじい

企業努力が垣間見えた気がする。この活動を通して、投資の基礎だけでなく、班員との討論やレポートの書き方

など企業に入って使えそうな知識を多く得ることが出来た。「投資＝企業の未来実現」なのではないかと思う。

将来に投資する。とても夢のある授業で楽しかったなと思う。 

 

＃．参考文献 
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