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協会からのご案内協会からのご案内

１　協会だより
２　当協会発行・編集出版物
３　当協会の国際連携のご紹介

１．新役員の選任等
　⑴　理事及び監事の選任
　�　８月８日開催の臨時総会において、次頁名簿の通り理事27名、監事３名が選任されました。任期は

いずれも２年です。

　⑵　会長、副会長、専務理事、常務理事の選定
　�　臨時総会後の第496回理事会において、会長に新芝宏之理事（新任）、副会長に新井富雄理事（再任）、

許斐潤理事（新任）、菱田賀夫理事（新任）が選定されました。また、専務理事に前原康宏理事（再任）、

常務理事に渥美恭弘理事（新任）が選定されました。

　⑶　代表理事及び業務執行理事の選定
　�　第496回理事会において、代表理事に、新芝宏之会長（新任）、前原康宏専務理事（再任）、渥美恭

弘常務理事（新任）が選定されました。また、業務執行理事に、貝増眞理事（新任）、新免慶憲理事（再

任）、関口幸男理事（再任）が選定されました。

　詳細は、協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

協会だより1
１．新役員の選任等
２．お知らせ：臨時総会／第496回理事会／会員の資格喪失について／メールの希望選択シス

テム運用開始
３．�トピックス：証券アナリスト第２次レベル試験結果／ PB資格試験結果／ASBJ「『税効果

会計に係る会計基準』の一部改正（案）」等について意見書を提出／シニアPB資格者が講
演／「地区交流会」活動状況／講演要旨／第17回夏期SAAJセミナー動画／ PB関連セミ
ナーの動画、講演要旨

４．顧問・委員・会員の異動
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公益社団法人　日本証券アナリスト協会
役　員　名　簿

2017年８月８日

※印は常勤役員（常勤役員以外は無報酬）

CMAは日本証券アナリスト協会検定会員　　CIIAは国際公認投資アナリスト� （五十音順、敬称略）

会　　長
（代表理事）

前
副会長 新芝　宏之 ㈱岡三証券グループ　代表取締役社長（CMA）

副会長 新井　富雄 東京大学　名誉教授（CMA）
副会長 新任 許斐　　潤 野村證券㈱　経営役　金融経済研究所長（CMA）
副会長 前理事 菱田　賀夫 三井住友信託銀行㈱　常務執行役員（CMA）
専務理事
（代表理事） ※前原　康宏 公益社団法人日本証券アナリスト協会　専務理事（CMA）

常務理事
（代表理事） 新任 ※渥美　恭弘 公益社団法人日本証券アナリスト協会　常務理事

理　　事 相澤　淳一 大和証券㈱　専務取締役　プロダクト・ソリューション本部
長（CMA）

同 新任 阿久沢　哲夫 ㈱大和ファンド・コンサルティング　代表取締役社長（CMA）

同 浅井　公広 日興アセットマネジメント㈱　経営企画グローバルヘッド兼
経営企画本部長

同 新任 飯野　裕二 三井生命保険㈱　顧問
同 大久保　良夫 一般社団法人投資信託協会　副会長・専務理事
同 新任 大類　雄司 ㈱みずほ銀行　証券部長
同

（業務執行理事） 新任 ※貝増　　眞 公益社団法人日本証券アナリスト協会　教育第１企画部長
（CMA）

同 新任 木村　芳文 ㈱格付投資情報センター　代表取締役社長
同 小沼　泰之 ㈱東京証券取引所　取締役常務執行役員（CMA）
同 小林　英三 日本証券金融㈱　代表取締役社長（CMA・CIIA）
同 新任 佐藤　元彦 明治安田生命保険（相）　運用企画部長（CMA）
同 佐藤　淑子 一般社団法人日本IR協議会　専務理事（CMA）
同 猿田　　隆 野村アセットマネジメント㈱　執行役専務（CMA）
同

（業務執行理事） ※新免　慶憲 公益社団法人日本証券アナリスト協会　事務局長（CMA）

同
（業務執行理事） ※関口　幸男 公益社団法人日本証券アナリスト協会　経理部長兼財務部長

同 津金　眞理子 前 ワールド ゴールド カウンシル　リサーチ・アナリスト
（CMA）

同 成川　順一 三菱UFJ信託銀行㈱　専務執行役員　受託財産副部門長
（CMA）

同 新任 西岡　明彦 ㈱りそな銀行　常務執行役員　信託財産運用部�アセットマ
ネジメント部担当（CMA・CIIA）

同 濱口　大輔 企業年金連合会　運用執行理事　チーフ�インベストメント�
オフィサー（CMA）

同 新任 松本　浩司 ㈱三井住友銀行　執行役員　ファイナンシャル・ソリュー
ション統括部長（CMA）

同 新任 森本　　学 日本証券業協会　常任理事・副会長
監事 伊地知　日出海 日本投資者保護基金　専務理事
同 増川　道夫 一般社団法人CRD協会　代表理事会長
同 新任 美濃口　真琴 ㈱東京証券取引所　監査役

（理事27名（会長、副会長、専務理事、常務理事を含む）、監事3名）
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２．お知らせ▲

�臨時総会を開催しました
　８月８日開催の臨時総会（開催場所：当協会第１セミナールーム）は、個人及び法人代議員数（144名・社）

の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め121名・社）を得て成立し、第495回理事会の提案どおり

新役員が選任されました（前掲１．新役員の選任等ご参照）。

　詳細は、協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲

�第496回理事会を開催しました
　８月８日、臨時総会後に当協会会議室で開催された第496回理事会は、理事総数（27名）の過半数の

出席（21名）を得て成立し、以下の議案が決議されました。

　第１号議案　代表理事および業務執行理事選定の件

　第２号議案　会長、副会長、専務理事および常務理事選定の件

　第３号議案　重要な職員の任免の件

　詳細は、前掲１．新役員の選任等をご覧ください。

▲

会員の資格喪失についての公示
　2015年度会費滞納会員に対し、定款第12条第１項第４号および同条第２項に基づき、会長名で「会

員の資格喪失」を通知しました。

　資格喪失年月日：2017年８月24日

　資格喪失者：検定会員118名

　資格喪失理由：�会員は、入会金又は会費の納入期限後２年以上、これの全額を納入しないときは、そ

の資格を喪失する（定款第12条第１項第４号）。

　なお、会費滞納に基づく会員資格喪失者については、本誌「会員の異動」に会員名を掲載公示します（10

月号掲載予定）。

▲

�メールの希望選択システム運用開始のお知らせ
　当協会からお送りしているメールについて、メールの内容ごとに配信する・しないの希望選択がマイ

ページから手続きできるようになりました。種類は以下の５項目です。

　≪　≫内は初期設定の配信先です。

　【１】協会からのお知らせ≪会員・CCMA≫

　【２】セミナー・講演会のお知らせ≪会員・CCMA≫

　【３】アナリスト向けIRミーティングのお知らせ

　【４】PBに関するお知らせ≪PB資格保有者・PB受験者・会員・CCMA≫
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　【５】PBマガジン≪PB資格保有者・シニアPB３科目合格者≫

　※配信先を適宜限定したうえで、≪　≫内への配信は基本的には「配信」の状態となっておりますが、

【３】アナリスト向けIRミーティングのお知らせは、「配信未設定」となっております。会員・CCMAで

【３】の受信を希望される方は、マイページの「メール配信変更の申込」から配信希望の設定をお願いします。

３．トピックス▲

�2017年証券アナリスト第２次レベル試験の結果を公表しました
　本年６月に実施した証券アナリスト第２次レベル試験は、受験者数2,414名、合格者数1,147名、合格

率は47.5％でした（昨年は、受験者数2,410名、合格者数1,159名、合格率48.1％）。

　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞証券アナリスト（CMA）第２次レベル＞受験デー

タをご覧ください。

▲

�プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年６月まで）につ
いて

　当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄

東京大学 名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2017年６月までの合否結果の概要は次

の通りとなっています。

⑴�　2014年１月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター＜初

級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は累計で574名とな

りました。

⑵�　2013年６月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級レベ

ル＞）のコンピュータ試験では、３単位全てに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計で1,061

名となりました。

⑶�　シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位全て

に合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で253名となりました。このうち、シニアPBの筆記

試験に合格したシニアPB資格認定者は、62名となっています。

　詳細は、協会ホームページ＞「プライベートバンカー（PB）資格」＞「新着情報」をご覧ください。

▲

�ASBJ「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」等について
意見書を提出しました

　企業会計基準委員会（ASBJ）は、2017年６月６日に企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に

係る会計基準』の一部改正（案）」等を公表し、各界からの意見を募集しました。当協会企業会計研究
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会では、これに対して意見書を取りまとめ、８月７日にASBJに提出しました。

　詳細は、協会ホームページ＞「金融・資本市場への情報発信」＞企業会計基準をご覧ください。

▲

�「IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会」でシニアPB
資格者が講演しました

　７月27日に東京で開催された「IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会」（主催：㈱想研）

において、シニアPB資格者である㈱青山財産ネットワークスの有田能正氏が「オーナー・資産家へのコ

ンサルティングに活きる、プライベートバンカー資格について」の講演を行いました。（参加者120名）。

フィデューシャリー・デューティーが重要視される時代となり、顧客本位のコンサルティングスキルを

磨く最適ツールとして、資格者の立場からPB教育プログラムの優位性をお話しいただきました。

▲

�「地区交流会」活動状況について
　○九州地区交流会（2017年度第２回）

　・開催日、場所：７月14日（金）電気ビル共創館

　・勉強会テーマ：「お金と景気のはなし」

　・講　師　　　：空閑重信氏

　　　　　　　　　（株式会社ちくぎん地域経済研究所

　　　　　　　　　代表取締役社長）

　・参加者　　　：17名

　　勉強会終了後に懇親会を開催�

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①�「グローバル経済の中の日本経済と地方創生—空間経済学・国際貿易論の視点から—」（６月12日

開催）

　　講師：大久保敏弘氏（慶應義塾大学　経済学部　教授）
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　②「米国エンゲージメントの新潮流—何を話すか、誰と話すか—」（６月27日開催）
　　講師：田村俊夫氏（一橋大学大学院　商学研究科　教授）

　③�第17回夏期SAAJセミナー：「トランプ政権下のグローバル金融環境の変化と債券投資戦略」（７月
４日開催）

　　セッション１：「トランプ政権始動後のグローバル経済への影響」

　　講師：河野龍太郎氏　CMA（BNPパリバ証券　経済調査本部長　チーフエコノミスト）

　　セッション２：「新しい金利局面での債券投資戦略① クレジット投資戦略」

　　講師：大橋俊安氏　CMA（大和証券　金融市場調査部長　チーフ・クレジットアナリスト）

　　セッション３：「新しい金利局面での債券投資戦略② ファクター投資戦略」

　　講師：�菊川匡氏（野村證券　ストラクチャード・プロダクト部　マネージング・ディレクター　ク

オンツ・インデックス・ストラテジーヘッド）

　④「米中関係の在り方と中国経済の行方」（７月４日大阪、７月10日東京開催）
　　講師：柯隆氏（富士通総研　経済研究所　主席研究員）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞

専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロード

できます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

▲

�動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　第17回夏期SAAJセミナー：「トランプ政権下のグローバル金融環境の変化と債券投資戦略」（７月４
日開催）

　①セッション２：「新しい金利局面での債券投資戦略① クレジット投資戦略」

　　講師：大橋俊安氏　CMA（大和証券　金融市場調査部長　チーフ・クレジットアナリスト）

　②セッション３：「新しい金利局面での債券投資戦略② ファクター投資戦略」

　　講師：�菊川匡氏（野村證券　ストラクチャード・プロダクト部　マネージング・ディレクター　ク

オンツ・インデックス・ストラテジーヘッド）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞

専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から購入して視聴できます（会員、非会員で別料金）。

▲

�PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、PB関連セ

ミナーの動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。検定会員の方にもご利用いただだけます。ぜひ、

ご活用ください。
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　＜PBスクール＞

　「プライベートバンキングの内外最新事情—普及途上の日本と発祥地スイスの変貌—」（2017年５月
27日開催）

　①「高齢者マス富裕層の行方がPBビジネスに地殻変動を及ぼす」
　　講師：三好秀和氏（CMA　立命館大学経済学部　客員教授）

　②「日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術」
　　講師：堀口雅宏氏（クレディ・スイス証券プライベート・バンキング営業部長）

　＜PB補完セミナー＞

　③「「顧客本位の業務運営に関する原則」について」（2017年６月１日開催）
　　講師：大江亨氏（金融庁　総務企画局　市場課　市場企画室長）

　④�「顧客企業の価値を高めるM&A—M&AプロセスとPost�Merger� Integration—」（2017年６月
15日開催）

　　講師：�津富暢氏（CMA、シニアPB　公認会計士　デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイ

ザリー合同会社シニアヴァイスプレジデント）

　　　　　飯塚良氏（デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　マネジャー）

　協会ホームページ＞プライベートバンカー資格＞セミナーとスクール＞要旨と動画申込から有料で視

聴・ダウンロードできます（検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員と非

会員の方は、それぞれ別料金です）。

４．顧問・委員・会員の異動（敬称略）▲
�顧問の異動

（７月31日）

　　　退　任　　根　岸　秋　男　　生命保険協会　前会長

　　　就　任　　橋　本　雅　博　　生命保険協会　会長

（８月９日）

　　　退　任　　岩　間　陽一郎　　日本投資顧問業協会　前会長

　　　就　任　　大　場　昭　義　　日本投資顧問業協会　会長　CMA

▲

�委員の異動
　○運営委員会（８月９日）
　�　委員の任期（２年）が８月８日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました

　（○印は新任）。

　委員長　　猿　田　　　隆　　野村アセットマネジメント　CMA
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副委員長　　佐　藤　淑　子　　日本IR協議会　CMA

○委　員　　飯　野　裕　二　　三井生命保険

　委　員　　伊　藤　敏　憲　　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　CMA

　委　員　　岡　野　　　進　　大和総研　CMA

○委　員　　佐　藤　元　彦　　明治安田生命保険　CMA

　委　員　　住　田　直　伸　　格付投資情報センター　CMA

　委　員　　徳　竹　明　士　　UBSグローバル・アセット・マネジメント　CMA

○委　員　　成　川　順　一　　三菱UFJ信託銀行　CMA� 以上９名

　○規律委員会（８月９日）
　�　委員の任期（２年）が８月８日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました

　（○印は新任）。

※委員長　　山　本　高　稔　　日立製作所、東京エレクトロン　CMA

〇委　員　　新　井　武　広　　会計教育研修機構　CMA

　委　員　　岩　渕　康　哉　　第一生命保険　CMA

　委　員　　大久保　良　夫　　投資信託協会　

　委　員　　岡　野　　　進　　大和総研　CMA

　委　員　　海　津　政　信　　野村證券　CMA

　委　員　　片野坂　親　二　　前日本証券アナリスト協会

　委　員　　熊　谷　泰　治　　みずほ証券

○委　員　　後　藤　俊　夫　　元三菱UFJ投信　CMA

○委　員　　塩　原　邦　彦　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　委　員　　滝　本　豊　水　　ほくと総合法律事務所　

　委　員　　森　本　　　学　　日本証券業協会　

○委　員　　横　川　　　直　　三菱UFJ信託銀行　CMA� 以上13名

　　※山本氏は委員長として新任

　○人事・報酬委員会（８月９日）
　　委員の任期（２年）が８月８日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました。

　委員長� 藍　澤　基　彌　　藍澤證券　CMA・CIIA

　委　員� 海　津　政　信　　野村證券　CMA

　委　員　　小　林　英　三　　日本証券金融　CMA・CIIA

　委　員　　菱　田　賀　夫　　三井住友信託銀行　CMA

　委　員　　増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所� 以上５名
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　○基礎教育委員会（９月１日）
　　　就　任　　矢　野　　　学　　三井住友信託銀行　CMA

　○ディスクロージャー研究会
　　（小売業）（８月４日）

　　　退　任　　正　田　雅　史　　野村證券　CMA

　　　就　任　　金　森　　　都　　SMBC日興証券　CMA

　（部会長は、正田氏に代わり小場啓司氏が、部会長代理は小場氏に代わり高橋俊雄氏がそれぞれ就任）

　○PB資格試験委員会（８月１日付）
　�　PB資格試験委員会は、７月末をもって任期が満了となりましたので、次の方々が退任及び改めて委

員に委嘱されました（〇印は新任）。

　　【退任】

　委　員　　大　塚　正　民　　大塚正民法律会計事務所

　　【新任及び再任】

　委員長　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　委　員　　阿　部　幸　宣　　SUパートナーズ税理士法人

〇委　員� 石　黒　徹　哉　　税理士法人石黒会計事務所

　委　員� 今　村　幸　雄　　前日本証券アナリスト協会

　委　員� 太　田　貴　之　　みずほ信託銀行　CMA

　委　員� 大　山　雅　己　　ジュピター・コンサルティング

　委　員� 小　栗　誠　治　　滋賀大学

　委　員� 押　味　成　広　　SUパートナーズ税理士法人

　委　員� 北　山　雅　一　　キャピタル・アセット・プランニング　CMA

　委　員� 小谷野　幹　雄　　小谷野公認会計士事務所　CMA

　委　員� 佐　井　吾　光　　大和総研

　委　員� 新　免　慶　憲　　日本証券アナリスト協会　CMA

　委　員� 塚　越　孝　三　　学校法人二松学舎　CMA

　委　員� 船　山　雅　史　　船山公認会計士事務所

　委　員� 前　原　康　宏　　日本証券アナリスト協会　CMA

　委　員� 三　好　秀　和　　立命館大学

　委　員� 米　田　　　隆　　グローバル・リンク・アソシエイツ� 以上17名

　○資金運用諮問会議（８月９日）
　�　委員の任期（２年）が８月８日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました
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　（○印は新任）。

　座　長　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　委　員　　幡　部　高　昭　　元三井住友信託銀行

○委　員　　福　山　登志彦　　資本市場振興財団� 以上３名

　○PB職業倫理等審査委員会（８月１日付）
　�　PB職業倫理等審査委員会は、７月末をもって任期が満了となりましたので、次の方々が退任及び改

めて委員に委嘱されました（〇印は新任）。

　　【退任】

　　　委　員� 大　塚　正　民　　大塚正民法律会計事務所

　　【新任及び再任】

　委員長� 増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所

〇委　員� 石　黒　徹　哉　　税理士法人石黒会計事務所

　委　員� 萩　原　清　人　　前日本証券アナリスト協会

　委　員� 船　山　雅　史　　船山公認会計士事務所

　委　員� 米　田　　　隆　　グローバル・リンク・アソシエイツ� 以上５名

▲

�会員の異動
○新入会者（2017年７月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）
　　　検 定 会 員

井口　聖一朗
岩井　達也 野村證券株式会社
枝村　悠生 農林中央金庫
大木　健司
大森　浩人
勝山　猛 フォレストエナジー株式会社
草間　寛幸 株式会社マックスリアルティー
久米　秀典 みずほ証券株式会社
小山　建人
下高　大毅 株式会社ゆうちょ銀行
下山　寛泰
土屋　公恵 ユービーエス・アセット・マネジメ

ント株式会社

東内　駿介 三井住友海上火災保険株式会社
中田　知洋
鳩野　健太郎
松本　浩司
皆川　裕介 デロイトトーマツコンサルティング

合同会社
三好　孝信
村上　由真 住友生命保険相互会社
森木　英爾
安武　幹雄 PwC税理士法人
山田　雅章 株式会社アーネストワン

　　　一 般 会 員

飯野　裕二 三井生命保険株式会社
大類　雄司 株式会社みずほ銀行
木村　芳文 株式会社格付投資情報センター

美濃口　真琴 株式会社日本取引所グループ
森本　学 日本証券業協会
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○退会・会員資格喪失（2017年７月中、五十音順）
定款第12条第１項第１号による退会・会員資格喪失
＜会費完納者＞
検定会員 一瀬　操 國田　淳夫 小出　法央 長野　二朗

平井　堅治 前川　淳子 馬渕　伸吾 水下　憲一
満野　慎一 美濃部　正 桃崎　大

＜上記以外＞
検定会員 大久保　昌彦 野上　博樹 横川　健

○会員状況（2017年７月31日現在）

個人会員（検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

26,626� （26,541） （85） 218 172 （143） （29） 27,016
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個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法
　協会ホームページ（http://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）
⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード（無料）
⑵講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能
⑺継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411


