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◇◇ 2015 年 名証ＩＲエキスポを振り返って ◇◇ 

今年も 7 月 24 日（金）及び 25 日（土）の 2 日間、名古屋証券取引所が主催する「名証ＩＲエキス

ポ 2015」が名古屋市内で開催されました。22 年間の継続開催によるイベントへの認知に加え、株式

投資への関心の高まりを受け、来場者数は前年比 1,000 名増の 9,000 名と過去最高を記録しました。

今や、暑い名古屋の風物詩となっている名証ＩＲエキスポは、多くの投資家の熱気とそれに応える企業

の熱心な対応で大いに盛り上がりました。 
※名証ＩＲエキスポ 2015 の模様については次頁を参照 

名古屋証券取引所では、投資経験豊富な個人投資家が多く集うこの機会に、株式投資実態や投資意識、

さらには 2016 年から始まるジュニア NISA の利用意向などについて、ご来場いただいた方々に対する

アンケート調査を実施しましたが、そのうち主要なものは以下のとおりです。（有効回答数 2,992 件） 

 

来場者の 5割超が投資経験 10年以上のベテラン投資家 ―未経験・1年未満は 1割超― 

約８割がＩＲエキスポ出展企業への投資を検討したいと回答 

ＩＲエキスポ出展企業の中に投資対象となる企業があったか、との質問に対しては、79.5％（2,378

人）が投資したい又は投資を検討したい企業があったと回答しており、投資家と企業が Face to Face

で接して対話することが、投資家の投資対象発掘に大変効果的であることが分かります。 

 

 

41.6% 

37.9% 

3.5% 

14.2% 
0.7% 2.1% 

Ｑ．投資対象となる企業はあったか 

投資したい企業があった 

投資を検討したい企業があった 

投資対象となる企業はなかった 

わからない 

その他 

無回答 
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☞ 名証ＩＲエキスポ 2015開催結果 

開 催 日  2015 年 7 月 24 日（金）・25 日（土） 

会 場  吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館） 

出展企業数  115 社（上場企業 89 社・証券会社等 26 社） 

来場者数   9,000 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の模様 

 

多くの来場者で賑わう 

企業ブースの様子（上） 

と、桐谷広人氏による 

株式講演会の様子（下） 
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8割超が最近 1年間の株式投資で儲かったと回答  （投資経験者 n=2,804） 

 最近 1 年間の株式投資の成果について聞

いたところ、「多少儲かった」とする回答が

72.5％（2,032 人）と最も多く、「大きく儲

かった」の 12.5％（350 人）と合わせると、

８割超（85.0％）が株式投資による利益を

享受されているという結果となりました。 

（注）調査実施時点（2015 年 7 月 24 日）の日経平均 

株価の終値は、20,544.53 円。 

 

４割超が株式保有額 1,000万円以上  （投資経験者 n=2,804） 

 現在の株式保有額は、「1,000 万円以上

5,000 万円未満」が 33.3％（933 人）と最

も多く、続いて｢100 万円以上 500 万円未

満｣の 25.6％（718 人）、｢500 万円以上

1,000 万円未満｣の 19.3％（541 人）、

｢5,000 万円以上｣の 10.6％（297 人）の順

となりました。全体の４割超（43.9％）が

保有額 1,000万円以上であり、さすが名古

屋、富裕層の裾野が広いとの印象です。 

 

5年以上保有が過半数  （投資経験者 n=2,804） 

 株式の平均保有期間は、「1 年以上 5 年未

満」が 36.0％（1,010 人）と最も多く、以

下「5 年以上 10 年未満」が 29.3％（822

人）、「10 年以上」が 21.3％（597 人）と

いう結果で、5年以上保有しているとの回答

が過半数（50.6％）を占めました。 

 

 
 

12.5% 

72.5% 

11.4% 

1.3% 2.3% 

Ｑ．最近1年間の株式投資成果 

大きく儲かった 

多少儲かった 

損をした 

大損をした 

無回答 

9.8% 
25.6% 

19.3% 33.3% 

10.6% 

1.4% 

Ｑ．投資経験者の運用額 

100万円未満 

～500万円未満 

～1,000万円未満 

～5,000万円未満 

5,000万円以上 

無回答 

12.0% 

36.0% 29.3% 

21.3% 
1.4% 

Ｑ．株式の平均保有期間 

1年未満 

～5年未満 

～10年未満 

10年以上 

無回答 
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発行元  株式会社名古屋証券取引所 総務グループ （お問合せ先 TEL 052-262-3171） 

 

NISAの利用は拡大も、ジュニア NISA※の利用意向は未だ低調  

 ※20 歳未満の子・孫に年間 80 万円（5 年累積で最大 400 万円）の非課税投資枠が設定される予定 

 NISA（少額投資非課税制度）を「知らない・

わからない」とする回答は 2.6％（78 人）と

非常に少なく、全体の 9割超（96.2%）が制

度を認知している状況でした。 

また、既に「利用している」との回答が

64.0％（1,915 人）と最も多く、「これから利

用したい」の 12.9%（385 人）も合わせると

全体の７割超（76.9％）に投資実行の意向が

あるという結果となり、NISAに対する認知と 

利用意向は非常に高いものがあることが伺えます。 

 一方、2016 年４月から始まるジュニア

NISA については、「知らない・わからない」

が 20.5％（614 人）を占め、制度の認知

は全体の７割程度（76.4%）にとどまる

状況であることが分かりました。 

また、利用意向をみると、「利用するつ

もりはない」との回答が 53.4%（1,598

人）に達し、「利用したい」の 23.0％（689

人）を大きく上回る結果となりました。 

このことから、2014 年 1 月に導入された NISAは投資家に浸透している一方、今後導入が予定され

ているジュニア NISAについては制度開始前の慎重な姿勢が目立つ結果となりました。 

 

 
（回答者の主な属性） 

 

･性別: 男性（66.3％）、女性（33.0％）、無回答（0.7％） 

･年齢: 10 代（0.5％）、20 代（3.2％）、30 代（7.8％）、40 代（15.2％）、50 代（17.5％）、60 代（26.0％）、 

70 代（22.1％）、80 代以上（6.2％）、無回答（1.5％） 

･職業: 会社役員（3.3％）、会社員（29.0％）、自営業（7.9％）、パート･アルバイト（6.0％）、学生（0.9％）、 

その他（無職･年金受給者など）（51.3％）、無回答（1.5％） 

64.0% 9.8% 

12.9% 

9.5% 
2.6% 

1.2% 

Ｑ．NISAを利用していますか 

利用している 

口座開設のみ（未利用） 

これから利用したい 

利用するつもりはない 

知らない・わからない 

無回答 

23.0% 

53.4% 

20.5% 
3.0% 

Ｑ．ジュニアNISAを利用しますか 

利用したい 

利用するつもりはない 

知らない・わからない 

無回答 


