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　年頭にあたって 土　井　定　包 第１号１頁

★★　特　　　　　集　★★

国民の財産形成の場としての株式市場の条件と課題

　解題 井　手　正　介 第１号３頁

D.アトキンソン、伊　藤　善　典、宇　野　　　淳

遠　藤　幸　彦、大　田　弘　子、大　塚　　　直

荻　野　博　司、奥　村　　　宏、越　智　大　藏

賀　来　景　英、金　子　太　郎、神　崎　泰　雄

菊　池　廣　之、A. キンモント、草　野　耕　一

蔵　元　康　雄、P. シェアード、清　水　　　栄

白　鳥　栄　一、末　村　　　篤、鈴　木　　　武

高　橋　文　郎、寺　田　　　徳、西　岡　忠　夫

仁　科　一　彦、花　川　泰　雄、深　尾　光　洋

藤　田　　　譲、本　村　正　忠、松　島　　　茂

丸　　　淳　子、宮　内　　　章、三　輪　芳　朗

村　上　正　人、村　田　嘉　一、吉　野　永之助

株式取引制度の改革

　解題 太　田　八十雄 第２号１頁

　「単一注文控原則」の存在根拠 広　田　真　人 第２号２頁

　米国の株式取引制度の改革 淵　田　康　之 第２号12頁

　ビッグバン以降の英国取引所制度の改革 二　上　季代司 第２号27頁

　クロス取引と日本の大口取引市場 宇　野　　　淳、大　村　敬　一 第２号39頁

　〈レポート〉インターネット等を活用した株式取引の実態 田　中　尚　三 第２号56頁

投資信託（その２）―制度改革以降の動向と課題

　解題 井　手　正　介 第３号１頁

　投資信託制度改革後の変化と今後の課題 杉　田　浩　治 第３号２頁

　投資信託の運用規制緩和が生んだ新商品サーベイ 井　手　正　介 第３号13頁

　投資信託と運用スタイル 上　田　和　之、川　原　淳　次 第３号32頁

　日本の投資信託―発展への考察 山　﨑　養　世 第３号49頁

ビッグバンとアナリスト

　解題 山　田　正　次 第４号１頁

　座談会「ビッグバンとアナリストの役割」 大曽根　喜久雄、鈴　木　行　生、石　川　善　一

大　場　昭　義、久　保　　　功

デービッド・アトキンソン、太　田　八十雄 第４号２頁

　アナリストと投資プロセス：概観 T. Daniel Coggin 第４号37頁

株式の運用スタイルとマネジャー選択―第９回日米協会共同セミナーより―

　解題 山　田　正　次 第５号１頁

　米国株式におけるスタイル・マネジメントの概観 Richard Tucker 第５号２頁

　スタイル・マネジメントの理論的基礎 小　林　孝　雄 第５号31頁

　投資政策とマネジャー・セレクション：年金スポンサーの立場から R.Charles Tschampion 第５号64頁

規制緩和と企業年金

　解題 山　田　正　次 第６号１頁

　特化型運用の目標設定とプロセス管理 明　田　雅　昭 第６号２頁

　新時代を迎えた年金資産運用のためのアセットアロケーション 甲　斐　良　隆 第６号15頁

　予定利率の弾力化と年金運用 田　中　周　二 第６号27頁
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　規制緩和と年金受給権 大　場　昭　義、小　野　正　昭 第６号39頁

　(参考資料）年金運用の潮流―到来するプロの時代 Koen De Ryck 第６号51頁

株式手数料自由化と情報価値

　解題 川　北　英　隆 第７号１頁

　座談会「株式手数料自由化と情報価値」 寺　田　　　徳、三　木　隆二郎、蔵　元　康　雄

宇　野　　　淳、北　條　　　修、川　北　英　隆 第７号２頁

　米国の手数料自由化と証券会社の対応～地方証券会社を中心に～ 伊　豆　　　久 第７号32頁

　(参考資料）ソフトダラーとブローカレッジ業界 Marshall E. Blume 第７号44頁

産業と株価

　解題 明　田　雅　昭 第８号１頁

　事業構成情報による株価変動の説明 中　嶋　啓　浩 第８号２頁

　利益変動特性から見た業種構造 遅　澤　秀　一、黒　木　文　明 第８号19頁

　マクロ経済と整合的な企業業績と株価のシミュレーション 室　田　泰　弘 第８号42頁

ビッグバンと企業経営

　ビッグバンと企業経営 伊　藤　邦　雄 第９号１頁

　アメリカの長期報酬制度とわが国へのストックオプション制度の導入

　　―経営者資本主義から投資家資本主義へ― 水　野　博　志 第９号５頁

　日本的キャッシュリッチ体質がもたらす自社株買い効果とLBO採算

高　野　　　真、小　松　和佳子 第９号34頁

　株式持ち合いに転機 田　宮　俊　治 第９号62頁

信用リスク

　解題 浅　野　幸　弘 第10号１頁

　倒産確率推定のオプション・アプローチ 森　平　爽一郎 第10号２頁

　スワップ信用リスクのプライシング 四　塚　利　樹 第10号10頁

　クレジットデリバティブ～その概要と今後の課題～ 大　利　一　雅 第10号20頁

　複数の資産で構成されるポートフォリオのクレジットリスクの定量化のフレームワーク

豊　澤　泰　寿 第10号33頁

企業評価

　解題 飴　谷　恭　平 第11号１頁

　フリー・キャッシュフロー・バリュエーションへの一考察 芳賀沼　千　里 第11号２頁

　EVATMモデルの考え方と日本企業への適用 白　木　　　豊、加　藤　直　樹 第11号17頁

　REVA～最良の企業業績評価基準を求めて

Jeffrey M. Bacidore, John A. Boquist, Todd T. Milbourn, Anjan V. Thakor 第11号37頁

　企業価値とフランチャイズ・バリュー 宮　脇　　　卓 第11号53頁

　バリューレポーティング―株主価値について報告するための新しい手法―

アンドリュー・Ｊ・ホーン、梅　田　　　誠 第11号65頁

PPS―パフォーマンス報告基準

　パフォーマンス報告基準の背景と基礎概念 明　田　雅　昭 第12号１頁

　パフォーマンス報告基準(案)要綱 パフォーマンス報告基準研究会 第12号12頁

　座談会「パフォーマンス報告基準の諸問題」

明　田　雅　昭、丸　田　　　宏、大　場　昭　義、河原崎　一　之

石　田　　　成、桑　原　　　洋、石　坂　昌　美 第12号20頁

　AIMRパフォーマンス報告基準―基準の目的および国際的普及について― Michael S. Caccese 第12号54頁

　AIMR―PPSTMセミナーに参加して 小　塚　裕　史 第12号60頁
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★★　随　　　　　想　★★

証券市場の当面の主要課題 鈴　木　政　志 第１号84頁

カオスの時代とゴルフ 鳥谷部　　　恭 第２号62頁

1200兆円の課題 林　　　　　宏 第３号65頁

パラダイム転換の時 高　橋　忠　一 第４号97頁

国際調和を考える 八　木　良　樹 第５号79頁

「これが私の生きる道」 福　澤　　　武 第６号66頁

あるジャーナリストの手記 渡　邉　　　允 第７号61頁

損害保険の料率自由化 徳　永　憲　彦 第８号82頁

これでいいのか財政再建―経営者の憂いと希望― 大　竹　美　喜 第９号91頁

南米共同市場とウルグアイ 石和田　　　洋 第10号67頁

買物考 船　渡　尚　男 第11号87頁

それでも21世紀はアジアの時代 千　野　忠　男 第12号66頁

★★　論　　　　　文　★★

株価レーティングのパフォーマンス 豊　崎　恭　行 第４号51号

株価レーティング：その予測精度と情報効果 末　木　将　史 第４号62号

銀行の経営破綻と取引先企業―メインバンクの破綻を資本市場はいかに評価した 家　森　信　善 第４号79号

★★　海　外　論　文　★★

米国の株式市場にある予想可能性の偏向（第２回） Lex C. Huberts, Russel J. Fuller 第１号87頁

米国の株式市場にある予想可能性の偏向（第３回―最終回） Lex C. Huberts, Russel J. Fuller 第２号65頁

日々Closingでのbid-askスプレッドのお化粧効果―NYSE上場株による実態調査

Hasung Jang, Jae Ha Lee 第３号81頁

株式の長期のリスクについて（２回連載の第１回） Zvi Bodie 第４号100頁

株式の長期のリスクについて（第２回）―コメント、ノート、反論、再反論― 蓮　見　幸　輝 第５号82頁

バリア付きオプション価格の数値的解法の改

Emanuel Derman, Iraj Kani, Deniz Ergener, Indrajit Bardhan 第６号69頁

国際分散では何が利点になるか（第１回) Rex A. Sinquefield 第８号95頁

国際分散では何が利点になるか（第２回―最終回) Rex A. Sinquefield 第９号94頁

リスク分析のための多次元的な枠組み Gifford Fong, Oldrich A. Vasicek 第10号71頁

長期債の価格付け：その落とし穴と投資機会（第１回） Philip H. Dybvig, William J. Marshall 第11号90頁

長期債の価格付け：その落とし穴と投資機会（第２回―最終回）Philip H. Dybvig, William J. Marshall 第12号70頁

★★　ノ　　ー　　ト　★★

投資リスクは時間分散したか？ 鈴　木　　　裕 第８号63頁

生命保険会社の株式ポートフォリオ―投資目的についての考察― 斎　藤　達　弘 第８号74頁

年金運用に際してのリスクの時間分散効果 奥　田　千惠子 第９号81頁

★★　講　　　　　演　★★

年金基金の成熟度とアセット・アロケーション Scott Lummer 第３号69頁

米国から見た日本の構造改革と日米関係の将来 Robert G. Hawkins 第４号109頁

移動通信の現状と今後の展開 辻　村　清　行 第５号93頁

巨大化する米国ヘルスケア産業―マネジドケア手法導入の日本への影響― 樋　口　典　昭 第８号85頁

信用リスクの測定とその商品の取引に関する最近の動向 EdwardI. Altman 第10号48頁

通貨統合、EU拡大等をめぐる諸問題について Martin Kohlhaussen 第10号82頁

日本における電子決済システムの現状と課題 青　島　幹　郎 第11号97頁
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★★　証券アナリスト読書室　★★

「ビアーズタウンのおばあちゃんたちの株式投資大作戦」

ビアーズタウン・レディース投資クラブ編・土井定包監訳 金　子　　　隆 第１号96頁

「The Search for Corporate Strategic Credibility: Concepts and Cases in Global Strategy Communications」

Richard B. Higgins著 佐　藤　淑　子 第１号98頁

「AGAINST THE GODS: THE REMARKAE STORY OF RISK」

PETER L. BERNSTEIN著 井　手　正　介 第２号80頁

「マーケット・マイクロストラクチャー」

Maureen O'hara著　大村敬一・宇野淳・宗近肇　共訳 谷　川　寧　彦 第２号83頁

「投資信託のしくみ」　高　橋　　　元　著および

「ゼミナール投資信託の商品・サービス革命」 日本投資信託制度研究所編 米　澤　康　博 第３号90頁

「Company Performance and Measures of Value Added」

Pamela P. Peterson, CFA, David R. Peterson共著 井　手　正　介 第３号93頁

「高齢社会の生命保険事業―生命保険分野における官民分担」 堀内昭義編著 西　岡　忠　夫 第４号117頁

「ピーター・リンチのすばらしき株式投資」

ピーター・リンチ、ジョン・ロスチャイルド著三原淳雄・土屋安衛訳 大曽根　喜久雄 第４号119頁

「証券投資のための数量分析入門」 マーク・クリッツマン著　青山護訳 山　口　勝　業 第５号96頁

「投資のプロたち―アメリカの10大投資顧問会社にみる成功の秘訣」

ダグラス・Ｊ・ドネリー著　三菱信託銀行証券投資研究会訳 村　上　正　人 第５号98頁

「運用の時代の年金戦略―理論と実践の融合」 若杉敬明・清水栄著 深　川　嘉　洋 第６号85頁

「年金制度の危機」 村上清著 浅　野　幸　弘 第６号87頁

「証券ビッグバン」 淵田康之著 太　田　八十雄 第７号64頁

「金融常識革命」 大野克人著 新　美　一　正 第７号66頁

「情報開示と金融・資本市場の経済分析」 康聖一著 清　水　克　俊 第８号103頁

「現代ファイナンス理論入門」 仁科一彦著 榊　原　茂　樹 第８号106頁

「よみがえれ！日本企業　―グローバル・スタンダードへの転換」 八城政基著 服　部　不二夫 第９号98頁

「ビジネス・ゼミナール企業財務入門」 井手正介・高橋文郎著 村　山　洋　一 第９号100頁

「企業ガバナンス構造の国際比較」 深尾光洋・森田泰子著 首　藤　　　恵 第10号90頁

「INVESTOR CAPITALISM」 MICHAEL USEEM著 佐　藤　淑　子 第10号93頁

「メインバンク資本主義の危機　―ビッグバンで変わる日本型経営―」

ポール・シェアード著 武　田　哲　夫 第11号119頁

「証券市場読本」 蝋山昌一編 秋　本　英　明 第11号122頁

「ストラクチャード・ファイナンス入門」 大垣尚志著 高　橋　正　彦 第12号85頁

「The Econometrics of Financial Markets」

John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay著 宮　脇　　　卓 第12号88頁

★★　海外協会ニュース　★★

海外協会ニュース 第４号124頁

海外協会ニュース 第８号111頁

★★　海外動向　★★

1996年のオール・アメリカ・リサーチ・チーム 河　本　淳　孝 第１号102頁

デリバティブと金融イノベーションの経済学 小　林　孝　雄、テリー・マーシュ 第12号77頁

★★　新　刊　紹　介　★★

新　刊　紹　介 第１号100頁
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新　刊　紹　介 第２号86頁

新　刊　紹　介 第３号95頁

新　刊　紹　介 第４号122頁

新　刊　紹　介 第５号101頁

新　刊　紹　介 第６号89頁

新　刊　紹　介 第７号68頁

新　刊　紹　介 第８号108頁

新　刊　紹　介 第９号102頁

新　刊　紹　介 第10号96頁

新　刊　紹　介 第11号124頁

新　刊　紹　介 第12号90頁

★★　資　　　　　料　★★

証券アナリスト第２次試験受験申込者の関心事項について 第６号99頁

1997年日米証券アナリスト資格交換試験の結果 社団法人日本証券アナリスト協会 第11号126頁

★★　1996年証券アナリストジャーナル賞の発表　★★

1996年証券アナリストジャーナル賞の発表 第５号103頁

★★　レ　ポ　ー　ト　★★

ロックフェラー財団シンポジウム参加報告 三　木　隆二郎 第２号73頁

製造業のストック調整は終わったか、バランスシート調整はいつ終わるか 原　田　　　彰 第６号91頁

★★　協会だより　★★

リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定第３回（平成９年）の結果について

社団法人日本証券アナリスト協会ディスクロージャー研究会 第11号127頁

★★　海外だより　★★

シンガポールのヘルスケア・ビジネス大手”パークウェイ・ホールディングス”の経営戦略

西　村　尚　純 第３号97頁

ロシア経済：1997年冬 ジェームズ・H・マクノートン 第11号110頁

★★　1996年ASAFニューデリー大会　★★

1996年ASAFニューデリー大会 第２号88頁

★★　1997年ASAFバンコク大会　★★

1997年ASAFバンコク大会 第12号93頁

★★　証券アナリスト大会　★★★

＜訪米証券アナリスト団報告＞

　総括報告

　　全米証券アナリスト大会に参加して 室　井　伸　一 第７号71頁

　アナリスト大会

　　＜ゼネラル・セッション＞

　　　米国株式市場の展望 宮　地　勇　次 第７号76頁

　　　資産運用業界の現状と課題 内　田　公　彦 第７号79頁

　　　Changing Economic Powers 平　川　昇　二 第７号82頁

　　　グローバルなマネーフローと株価との関連性 椎　名　　　忠 第７号85頁
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　　　資産運用業界におけるテクノロジーのインパクト 大　橋　一　裕 第７号89頁

　　　証券取引所の役割の変化 司　　　　　淳 第７号92頁

　　＜ランチョン・スピーチ＞

　　　モーゼと金とグリーンスパン；その道徳的な話 小　野　靖　也 第７号95頁

　　＜ワークショップ＞

　　　二人のポートフォリオ・マネジャー　―成長株投資の手法― 森　　　幸　雄 第７号98頁

　　　行動的米国企業会計～90年代の動向と最近の変更～ 鈴　木　　　靖 第７号101頁

　　　スタイル投資とは 山　崎　　　修 第７号104頁

　　　通貨リスクの管理について 加　生　信　広 第７号108頁

　　　アセットミクスと期待収益率 本　庄　正　人 第７号111頁

　企　業　訪　問

　　モトローラ社競争が激化する無線通信分野 藤　井　政　国 第７号114頁

　　シアーズ社優位な分野への経営資源集中投入で復活 松　岡　辰　雄 第７号118頁

　　ファイザー社研究開発を軸に総合ヘルスケアサービスを展開 横　山　周　司 第７号121頁

　　ゼロックス社THE DOCUMENT COMPANY 金　子　　　裕 第７号124頁

　　ボーイング社M&Aと新型機で世界最大の航空宇宙会社へ 安　田　善　文 第７号128頁

　訪　　　問

　　ニューヨーク証券取引所訪問記 小　西　幸　雄 第７号132頁

　講　　　演

　　米国経済の現状と日米金融機関の競争力格差について 吉　田　幸　隆 第７号135頁

　会　　　議

　　第42回国際調整委員会（ICC）ニューオーリンズ会議 山　口　重　彦 第７号138頁

＜第12回日本証券アナリスト大会特集＞

　「ビッグバンに向けてグローバル・スタンダードへの対応」

　開　会　式　　開　会　の　辞 加　藤　精　一 第11号別冊２頁

　　　　　　　　来 賓 挨 拶     長　野　厖　士 第11号別冊６頁

　　　　　　　　1996年証券アナリストジャーナル賞受賞論文表彰 太　田　八十雄 第11号別冊９頁

　　　　　　　　「リサーチ・アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」

　　　　　　　　第３回選定結果紹介および記念品贈呈 松　島　憲　之 第11号別冊11頁

　記 念 講 演　　HOYAの経営革新 鈴　木　哲　夫 第11号別冊16頁

　基 調 講 演　　「グローバル・スタンダードとアナリストの役割」 中　川　　　洋 第11号別冊31頁

　パネル・ディスカッション　「グローバル・スタンダードとアナリストの役割」

デービッド・アトキンソン、平　野　清　久 第11号別冊39頁

松　下　　　律、松　島　憲　之

山　内　一　三、吉　田　憲一郎

（司会） 秦　　　信　行

　所　　　感　　　～第12回日本証券アナリスト大会を終えて～ 鈴　木　行　生 第11号別冊69頁

〔参考〕　大会プログラム

★★　企　　　　　業　★★

　セキテクノトロン 関　　　　　周 第１号２頁

　ムラキ 村　木　　　裕 第１号４頁

　ダイイチ 久　保　允　誉 第１号６頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　高 第１号８頁

　ヤマト・インダストリー 岩　本　英　親 第１号10頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第１号12頁

　北川工業 天　野　　　洋 第１号14頁
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　幸洋コーポレーション 水　上　洋　一 第１号16頁

　富士ピー・エス 須　川　　　昭 第１号18頁

　NOVA 猿　橋　　　望 第１号20頁

　豊商事 多々良　實　夫 第１号22頁

　ステップ 龍　井　郷　二 第１号24頁

　九州不二サッシ 古　谷　誠　吉 第１号26頁

　コンセック 岡　田　国　夫 第１号28頁

　マルシェ 谷　垣　忠　成 第１号30頁

　第一鍛造 島　　　恒　男 第１号32頁

　はせがわ 長谷川　裕　一 第１号34頁

　郵船航空サービス 髙　橋　　　宏 第１号36頁

　ナブコドア 黒　﨑　幸　雄 第１号38頁

　アールビバン 野　澤　克　巳 第１号40頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第１号42頁

　中西製作所 中　西　昭　夫 第１号44頁

　リコーリース 石　井　眞　一 第１号46頁

　サン・ライフ 竹　内　惠　司 第１号48頁

　大阪製鐵 毛　利　良　一 第１号50頁

　中央物産 丸　山　源　一 第１号52頁

　コロナ 内　田　　　力 第１号54頁

　ユーシン精機 小　谷　　　進 第１号56頁

　中央商事 森　　　健　吾 第１号58頁

　日本乾溜工業 金　井　忠　廣 第１号60頁

　住金物産 山　本　順　英 第１号62頁

　ダイワフューチャーズ 水　島　正　一 第１号64頁

　はるやまチェーン 治　山　三　男 第１号66頁

　西日本旅客鉄道 南　谷　昌二郎 第１号68頁

　東北化学薬品 東　　　康　夫 第１号70頁

　シグマ光機 杉　山　茂　樹 第１号72頁

　カナモト 金　本　太　中 第２号２頁

　ドン・キホーテ 安　田　隆　夫 第２号４頁

　サンユウ 柏　木　俊　輔 第２号６頁

　エイジス 吉　原　克　巳 第２号８頁

　神島化学工業 田　中　　　厚 第２号10頁

　フォーカスシステムズ 東　光　　　博 第２号12頁

　清和鋼業 阪　上　正　章 第２号14頁

　石川島運搬機械 神　野　牧　夫 第２号16頁

　ハックキミサワ 石　田　健　二 第２号18頁

　エイチイーシー 野　村　　　力 第２号20頁

　あじかん 足　利　政　春 第２号22頁

　日本空調サービス 大　橋　一　夫 第２号24頁

　九宏薬品 木　瀬　克　彦 第２号26頁

　船橋薬品 舩　橋　洋　児 第２号28頁

　環境管理センター 水　落　陽　典 第２号30頁

　武井工業所 武　井　　　勇 第２号32頁

　今仙電機製作所 谷　津　義　雄 第２号34頁

　ダイヤモンド電機 池　永　薫　爾 第２号36頁

　グッドマン 山　本　　　明 第２号38頁

　システムソフト 山本秀人ヘンリー 第２号40頁

　コスモ石油 岡　部　敬一郎 第３号２頁

　三陽パックス 稲　葉　貢　一 第３号４頁

　丸文 堀　越　毅　一 第３号６頁

　G.E.（ゼネラル・エレクトリック） マーク・Ｗ・ビーゴー 第３号８頁
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　住江織物 近　藤　貞　彦 第３号10頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第３号12頁

　アール・エス・シー 湯　淺　善　信 第３号14頁

　星光化学工業 山　口　一　郎 第３号16頁

　殖産銀行 叶　内　紀　雄 第３号18頁

　アクモス 松　浦　義　昭 第３号20頁

　サンゲツ 日　比　祐　市 第３号22頁

　ダイケン 藤　岡　秀　一 第３号24頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第３号26頁

　キヤノンコピア販売 川　崎　正　己 第３号28頁

　エステール 丸　山　　　朝 第３号30頁

　シンポ 山　田　武　司 第３号32頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第３号34頁

　エーティーエルシステムズ 内　藤　治　生 第３号36頁

　ノーリツ 松　本　良　太 第３号38頁

　日本ロジステック 鈴　木　雄　吾 第３号40頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第３号42頁

　東洋電機 松　尾　隆　徳 第３号44頁

　オーネックス 大　屋　廣　茂 第４号２頁

　大多喜ガス 大　谷　眞　夫 第４号４頁

　アイ・エム・アイ 積　賀　一　正 第４号６頁

　田中亜鉛鍍金 田　中　忠　男 第４号８頁

　ユニコリース 山　田　洋　司 第４号10頁

　大水 清　水　元　一 第４号12頁

　ダイカ 大　公　一　郎 第４号14頁

　東北銀行 加　藤　剛　一 第４号16頁

　日本エルエスアイカード 大　木　信　二 第４号18頁

　浜勝 元　岡　健　二 第４号20頁

　東海旅客鉄道 齋　藤　　　蓊 第５号２頁

　ピジョン 仲　田　洋　一 第５号４頁

　乃村工藝社 乃　村　義　博 第５号６頁

　アベルコ 阿　部　一　成 第５号８頁

　カネソウ 小　林　昭　三 第５号10頁

　アイサンテクノロジー 加　藤　清　久 第５号12頁

　ホギメディカル 高　山　正　雄 第５号14頁

　ダイショー 金　澤　俊　輔 第５号16頁

　ココスジャパン 小　暮　桂　介 第５号18頁

　日本マイクロニクス 長谷川　義　栄 第５号20頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第５号22頁

　スター精密 鈴　木　昭　夫 第５号24頁

　日本興業 菊　澤　徹　士 第５号26頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第５号28頁

　沖電気工事 市　瀬　　　進 第５号30頁

　Olympic 金　澤　良　樹 第５号32頁

　ファルコバイオシステムズ 赤　澤　寛　治 第５号34頁

　トーアフエンス 船　田　　　滋 第５号36頁

　明光ネットワークジャパン 渡　邉　弘　毅 第５号38頁

　ニッパンレンタル 石　塚　幸　司 第６号２頁

　マルヨシセンター 佐　竹　文　彰 第６号４頁

　わらべや日洋 奥　村　俊　彦 第６号６頁

　ケーヨー 侭　田　公　明 第６号８頁

　コーナン商事 西　村　義　之 第６号10頁

　SPK 中　嶋　　　功 第６号12頁
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　ソニー 佐　野　角　夫 第６号14頁

　大阪製鐵 屋　敷　　　治 第６号16頁

　ヤオコー 川　野　幸　夫 第６号18頁

　長大 西　田　繁　一 第６号20頁

　小野建 小　野　　　建 第６号22頁

　蔵王産業 照　井　雅　夫 第６号24頁

　タナカ 田　中　作　次 第６号26頁

　日鐵ドラム 安　藤　成　海 第６号28頁

　サンリツ 佐　藤　勇　二 第６号30頁

　三星堂 山　田　隆　史 第６号32頁

　ベネッセコーポレーション 山　川　和　夫 第６号34頁

　キーコーヒー 太　田　敬　二 第６号36頁

　クラヤ薬品 熊　倉　貞　武 第６号38頁

　中山 松　本　大　鹿 第６号40頁

　日本基礎技術 濱　田　　　豊 第６号42頁

　サトー 伊　東　偉　勝 第６号44頁

　堀場製作所 堀　場　　　厚 第６号46頁

　ローム 清　水　照　章 第６号48頁

　日本商事 加　藤　　　大 第６号50頁

　ヒラタ 佐　野　民　雄 第６号52頁

　明電エンジニアリング 喜　多　幸　男 第６号54頁

　ミスターマックス 平　野　能　章 第６号56頁

　ペトロルブインターナショナル 寺　田　縉太郎 第６号58頁

　日本テレコム 木　村　俊　輔 第６号60頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第６号62頁

　南海プライウッド 丸　山　　　修 第６号64頁

　日本PMC 川　井　一　行 第６号66頁

　ハウスオブローゼ 川　原　　　暢 第６号68頁

　宇部日東化成 矢　坂　一　郎 第６号70頁

　日本工業検査 林　　　　　弘 第６号72頁

　積水化成品工業 河　南　　　彰 第６号74頁

　公益社 播　島　幹　長 第６号76頁

　パイオニア 薗　勝　　　昭 第６号78頁

　サロモン＆テーラーメイド 菱　沼　信　夫 第６号80頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第６号82頁

　共同酸素 美　坂　佳　助 第６号84頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第６号86頁

　今仙電機製作所 谷　津　義　雄 第６号88頁

　セキテクノトロン 関　　　　　周 第６号90頁

　デオデオ 久　保　允　誉 第６号92頁

　太平工業 森　川　良　緒 第６号94頁

　ノーリツ鋼機 池　浦　裕　男 第７号２頁

　東洋オフィスメーション 松　井　瞭　博 第７号４頁

　古河総合設備 細　川　宏　一 第７号６頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第７号８頁

　環境管理センター 水　落　陽　典、後　藤　一　郎 第７号10頁

　大日本スクリーン製造 石　田　　　明 第７号12頁

　理経 田　中　厚一郎 第７号14頁

　リコーリース 石　井　眞　一 第７号16頁

　メガネトップ 冨　澤　昌　三 第７号18頁

　丹青社 服　部　　　晃 第７号20頁

　はせがわ 長谷川　裕　一 第７号22頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第７号24頁
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　ナンシン 斎　藤　信　房 第７号26頁

　秋山愛生舘 秋　山　孝　二 第７号28頁

　マルシェ 谷　垣　忠　成 第７号30頁

　吉本興業 中　邨　秀　雄 第７号32頁

　星和電機 富　田　泰　溥 第７号34頁

　グルメ杵屋 椋　本　彦　之 第７号36頁

　エイケン工業 河　野　三　征 第７号38頁

　TOWA 奥　田　貞　人 第７号40頁

　エイチイーシー 野　村　　　力 第７号42頁

　石川島汎用機サービス 正　木　一　男 第７号44頁

　修学社 田　中　　　貴 第７号46頁

　アビーナショナル・トレジャリー・サービス ジャッキー・ベル 第７号48頁

　ホシデン 古　橋　健　士 第７号50頁

　船橋薬品 舩　橋　洋　児 第７号52頁

　TOTO 江　副　　　茂 第７号54頁

　幸洋コーポレーション 水　上　洋　一 第７号56頁

　ケミプロ化成 松　岡　澄　男 第７号58頁

　ゼンリン 大　迫　　　忍 第７号60頁

　トーカロ 中　平　　　晃 第７号62頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第７号64頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第７号66頁

　タイガースポリマー 澤　田　博　行 第７号68頁

　ナムコ 柴　田　雄　幸 第７号70頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　高 第７号72頁

　コンセック 岡　田　国　夫 第７号74頁

　ジプロ 神　谷　正　一 第７号76頁

　本間ゴルフ 本　間　敬　啓 第７号78頁

　カスミ 神　林　章　夫 第７号80頁

　西部ガス 平　山　良　明 第７号82頁

　日立マクセル 佐　藤　東　里 第７号84頁

　中央経済社 山　本　時　男 第７号86頁

　星光化学工業 長谷川　　　久 第７号88頁

　カナモト 金　本　寛　中 第７号90頁

　神島化学工業 田　中　　　厚 第７号92頁

　アール・エス・シー 湯　浅　善　信 第７号94頁

　パーク24 西　川　　　清 第７号96頁

　ミヤチテクノス 城　地　　　敞 第７号98頁

　ロック・フィールド 岩　田　弘　三 第８号２頁

　ビスケー 相　川　良　夫 第８号４頁

　東京美装興業 田　中　幹　夫 第８号６頁

　ベルックス 梶　野　善　治 第８号８頁

　明光商会 髙　木　禮　二 第８号10頁

　積水樹脂 増　田　保　男 第８号12頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第８号14頁

　トーアミ 中　川　耕　一 第８号16頁

　西松屋チェーン 茂　理　佳　弘 第８号18頁

　オートハローズ 西　田　聖　司 第８号20頁

　川崎地質 三　木　幸　藏 第８号22頁

　住江織物 近　藤　貞　彦 第８号24頁

　柿安本店 赤　塚　安　則 第８号26頁

　曽田香料 保　田　忠　昭 第８号28頁

　佐鳥電機 佐　鳥　康　郎 第８号30頁

　デジタル 和　田　恵　三 第８号32頁
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　ヤマックス 茂　森　　　潔 第８号34頁

　日本エアーテック 平　沢　紘　介 第９号２頁

　エヌエス環境 小　黒　譲　司 第９号４頁

　ナガセ 永　瀬　昭　幸 第９号６頁

　サトー 藤　田　東久夫 第９号８頁

　廣済堂印刷 櫻　井　義　晃 第９号10頁

　アスカ 片　山　敬　勝 第９号12頁

　中京医薬品 山　田　正　行 第９号14頁

　スリーエフ 菊　池　瑞　穂 第９号16頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第９号18頁

　日本特殊陶業 金　川　重　信 第９号20頁

　アイフル 福　田　吉　孝 第９号22頁

　フジテレビジョン 日　枝　　　久 第９号24頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第９号26頁

　大多喜ガス 大　谷　眞　夫 第９号28頁

　菱食 廣　田　　　正 第９号30頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第９号32頁

　サンクスジャパン 西　　　直　樹 第９号34頁

　日本フォームサービス 山　下　孝　行 第９号36頁

　キヤノンコピア販売 川　崎　正　己 第９号38頁

　クレスコ 岩　﨑　俊　雄 第９号40頁

　ノーリツ 松　本　良　太 第９号42頁

　ゼンショー 小　川　賢太郎 第９号44頁

　日本フェンオール 上　田　　　翠 第９号46頁

　ミスタージョン 吹　戸　右　二 第９号48頁

　武井工業所 武　井　　　勇 第10号２頁

　ハピネット 河　合　　　洋 第10号４頁

　テーオー小笠原 小笠原　　　孝 第10号６頁

　ニチリン 外　原　利　彦 第10号８頁

　キューサイ 長谷川　常　雄 第10号10頁

　幸楽苑 新井田　　　傳 第10号12頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第10号14頁

　セシール 永　野　耕　作 第10号16頁

　住商エレクトロニクス 田　中　武　治 第10号18頁

　三社電機製作所 四　方　邦　夫 第10号20頁

　富士コカ・コーラボトリング 北　見　正　明 第10号22頁

　ウェッズ 上　坂　良　夫 第10号24頁

　三洋電機クレジット 辻　　　　　恪 第10号26頁

　コメルツ銀行 ウルリッヒ・ラム 第10号28頁

　アース 太　田　　　榮 第10号30頁

　サンクスアンドアソシエイツ 橘　高　隆　哉 第10号32頁

　電通テック 池　松　正　克 第10号34頁

　ハークスレイ 青　木　達　也 第10号36頁

　キョウデン 橋　本　　　浩 第10号38頁

　トーメンエレクトロニクス 横　井　俊　之 第10号40頁

　ニッパン（日発販売） 清　野　栄　一 第10号42頁

　トミー 富　山　幹太郎 第10号44頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第10号46頁

　アイネット 池　田　典　義 第10号48頁

　堀内カラー 堀　内　洋　司 第10号50頁

　シーイーシー 森　本　洋　一 第11号２頁

　リゾートトラスト 伊　藤　與　朗 第11号４頁

　サザビー 鈴　木　陸　三 第11号６頁
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　シンワ 内　藤　喜　文 第11号８頁

　チェーンストアオークワ 大　桑　啓　嗣 第11号10頁

　ワークマン 山　根　定　美 第11号12頁

　萬世電機 占　部　嘉　英 第11号14頁

　ホギメディカル 中　川　信　幸 第11号16頁

　ココスジャパン 小　暮　桂　介 第11号18頁

　カスミコンビニエンスネットワークス 塚　本　國　彦 第11号20頁

　カスミ 神　林　章　夫 第11号22頁

　ジャパンケアサービス 対　馬　徳　昭 第11号24頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第11号26頁

　デイトナ 阿　部　久　夫 第11号28頁

　小林洋行 清　覚　秀　雄 第11号30頁

　ユタカ技研 山　田　建　己 第11号32頁

　ケーヨー 侭　田　公　明 第11号34頁

　堀場製作所 堀　場　　　厚 第11号36頁

　アトラス 原　野　直　也 第11号38頁

　タクミナ 山　田　信　彦 第11号40頁

　ユニマットオフィスコ 髙　澤　清　一 第11号42頁

　キューサイ 大　石　博　明 第11号44頁

　高松建設 高　松　孝　育 第11号46頁

　アジア・パルプ＆ペーパー（APP） 村　田　友　司 第11号48頁

　船井総合研究所 本　告　　　正 第11号50頁

　栄電子 染　谷　英　雄 第12号２頁

　広栄化学工業 廣　瀬　幸　治 第12号４頁

　フジシール 藤　尾　正　明 第12号６頁

　ソニー 森　本　昌　義 第12号８頁

　インパクト二十一 榎　本　忠　夫 第12号10頁

　石川島汎用機サービス 正　木　一　男 第12号12頁

　蔵王産業 照　井　雅　夫 第12号14頁

　日本コーリン 篠　田　昌　幸 第12号16頁

　サトー 伊　藤　偉　勝 第12号18頁

　サンゴバン ジャン・フランソワ・フェリソン 第12号20頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第12号22頁

　小野建 小　野　　　建 第12号24頁

　日鐵ドラム 安　達　良　英 第12号26頁

　大阪製鐵 佐　藤　順　平 第12号28頁

　東陶機器(TOTO) 重　渕　雅　敏 第12号30頁

　リコーリース 石　井　眞　一 第12号32頁

　タナカ 田　中　作　次 第12号34頁

　ヒラタ 佐　野　民　雄 第12号36頁

　ローム 清　水　照　章 第12号38頁

　ミサワホーム北海道 和　田　浩　治 第12号40頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第12号42頁

　明電エンジニアリング 喜　多　幸　男 第12号44頁

　マイクロソフト Mike Brown 第12号46頁

　日本精機 永　井　淳　夫 第12号48頁

　三星堂 山　田　隆　史 第12号50頁

　本間ゴルフ 本　間　敬　啓 第12号52頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第12号54頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第12号56頁

　ベネッセコーポレーション 山　川　和　夫 第12号58頁

　キーコーヒー 太　田　敬　二 第12号60頁

　クラヤ薬品 熊　倉　貞　武 第12号62頁
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　エイチイーシー（HEC） 野　村　　　力 第12号64頁

　秋山愛生舘 秋　山　孝　二 第12号66頁

　日本商事 加　藤　　　大 第12号68頁

　竹菱電機 中　筋　　　格 第12号70頁

　日本基礎技術 細　木　茂　樹 第12号72頁

　ミスターマックス（Mr max） 平　野　能　章 第12号74頁

　TOWA 奥　田　貞　人 第12号76頁

　公益社 播　島　幹　長 第12号78頁

　ノーリツ鋼機 池　浦　裕　男 第12号80頁

　SPK 中　嶋　　　功 第12号82頁

　セキテクノトロン 関　　　　　周 第12号84頁

　日本パレットプール 荒　木　康　夫 第12号86頁

　日本ウェーブロック 木根淵　弘　水 第12号88頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第12号90頁

　ジオトップ 薮　内　貞　男 第12号92頁

　宇部日東化成 矢　坂　一　郎 第12号94頁

　ワタミフードサービス 渡　邉　美　樹 第12号96頁

　ペトロルブ・インターナショナル 寺　田　縉太郎 第12号98頁

　コパル電子 有　村　雄二郎 第12号100頁

　三井ハイテック 永　田　　　敏 第12号102頁


