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　年頭にあたって 加　藤　精　一 第１号１頁

★★　特　　　　　集　★★

証券市場の長期展望

　解題 井　手　正　介 第１号３頁

　少子高齢化への挑戦－株式の活用で富の創造を 大　場　昭　義 第１号６頁

　会計制度の変革と影響 伊　藤　邦　雄 第１号17頁

　制度上のディスクロージャーとIR 岡　田　依　里 第１号25頁

　日本におけるコーポレート・ガバナンス－一つの未来シナリオ Mark Latham Ph. D 第１号35頁

　｢フィデューシャリー」がやって来た 道垣内　弘　人 第１号46頁

　個人投資家をめぐる問題－個人金融サービスとトラスト 首　藤　　　恵 第１号54頁

　21世紀の機能的金融と金融工学 刈　屋　武　昭 第１号64頁

　リスク管理 浅　野　幸　弘 第１号73頁

米国の株価水準

　解題 井　手　正　介 第２号１頁

　アメリカの株価はバブルか－アンケート調査に基づく分析 筒　井　義　郎 第２号３頁

　グローバリゼーション下の米国株価を支える新しいファンダメンタルズ 水　野　和　夫 第２号22頁

　フェアバリュー近くにある米国の株価水準 アビー・ジョセフ・コーエン 第２号39頁

　米国インターネット株の評価 木　下　芳　之、和　田　康　志 第２号42頁

　「.COM」相場に関するアナリストの私見 太　田　清　久 第２号55頁

企業再編時代の到来

　解題 俊　野　雅　司 第３号１頁

　多様化する銀行再編成 鎌　田　良　彦 第３号４頁

　企業集団の経営と再編 黒　木　文　明 第３号14頁

　敵対的TOB時代の到来－企業支配権闘争時代の幕開け 菊　地　正　俊 第３号28頁

　相対株価から絶対株価への転換

　　－公開株式価値の大転換期におけるグループ企業価値とM&A 佐　山　展　生 第３号39頁

　「人本主義」から「資本主義」ヘ－市場経済と株式会社の再構築が課題 末　村　　　篤 第３号54頁

オルタナティブ投資

　解題 山　田　正　次 第４号１頁

　新しい資産クラスとしてのオルタナティブ投資について 津　田　信　吾 第４号４頁

　プライベート・エクイティ投資－現状と展望 マイケル・J・コーバー 第４号17頁

　日本のベンチャー･キャピタル･ファンドのパフォーマンス特 中　嶋　啓　浩、浅　井　重　子 第４号33頁

　相対価値ヘッジファンド 四　塚　利　樹 第４号49頁

確定拠出型年金

　解題 首　藤　　　恵 第５号１頁

　確定拠出型年金の導入形態と発展の方向－企業と従業員の負担を中心に 臼　杵　政　治 第５号４頁

　米国401(k)プラン：その歴史と構造 James H. McNaughton、James E. Hollis 第５号16頁

　日本版401(k)における投資教育と運用商品選択のあり方 柿　沼　敬　二 第５号31頁

　米国401(k)の事例（IBMのケース） 森　　　祐　司 第５号49頁

　確定拠出型年金の経済学的意義 国　枝　繁　樹 第５号69頁

信用リスク管理－第12回日米協会共同セミナーより

　解題 新　井　富　雄 第６号１頁

　企業の信用リスク：デフォルト率および格付け Sean C. Keenan 第６号２頁

　社債ポートフォリオの信用リスク管理 Robert W. Kopprasch 第６号18頁
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　ヘッジファンド：1998年における信用危機の教訓と最近の動向 Chifu Huang 第６号35頁

投資信託（その３）

　解題 川　北　英　隆 第７号１頁

　座談会「投資信託の変化と問題点－ファンドマネジャーの立場から」

田　淵　英一郎、神　座　保　彦、小　松　高　広

小瀬沢　　　央、川　北　英　隆 第７号４頁

　我が国投資信託のパフォーマンス測定および評価：サーベイ 高　山　俊　則 第７号31頁

　個人や家計は資産形成の柱として、長期保有型投信を待ち望んでいる 澤　上　篤　人 第７号45頁

　順調に推移している日本における銀行等の投信窓販の現状

　　－大手金融機関15行では商品の品揃え・販売体制で格差が拡大 佐　山　雅　致 第７号56頁

証券アナリストの職業倫理と行為基準（その５）

　解題 井　手　正　介 第８号１頁

　座談会「証券アナリスト職業行為基準改正について」

岩　原　紳　作、鈴　木　行　生、島　崎　謙　治

天　野　俊　彦、井　手　正　介 第８号４頁

　対談「企業のIR活動と証券アナリストの在り方」 佐　野　角　夫、前　田　尚　志 第８号25頁

　今回の証券アナリスト職業行為基準の改正を巡って 天　野　俊　彦 第８号40頁

　選別的情報開示が問う市場の信頼性 佐　藤　淑　子 第８号50頁

　米国のアナリストとSEC規則改正案の影響

　　－選択開示禁止規則案とインサイダー取引禁止規則案 吉　川　　　満 第８号62頁

　信任義務－米国における資産運用者の責任を中心として－ 林　　　康　史、小　川　宏　幸 第８号73頁

企業の資金調達とガバナンス

　解題 川　北　英　隆 第９号１頁

　戦後の企業資金調達の変遷 櫨　　　浩　一、矢　嶋　康　次 第９号４頁

　社債権者から見たガバナンス問題 武　田　宏　章 第９号16頁

　コーポレート・ガバナンスと株主価値 佐々木　隆　文、米　澤　康　博 第９号28頁

　取締役人数と企業経営 鈴　木　　　誠、胥　　　　　鵬 第９号47頁

　韓国のコーポレート・ガバナンス構築－問われる新興市場の自助努力 深　川　由起子 第９号66頁

資産運用とリスク管理

　解題 浅　野　幸　弘 第10号１頁

　年金プランスポンサー向けリスク管理ガイドラインの概要

米　澤　康　博、鈴　木　　　誠、玉之内　　　直 第10号４頁

　VaRによる年金プランのリスク管理－年金債務への拡張 岡　村　　　孝 第10号19頁

　時価法による保険会社のリスク管理 Thomas S. Y. Ho 第10号33頁

　資産運用会社におけるリスク管理－付加価値追求型リスク管理の勧め 小　粥　泰　樹 第10号49頁

子会社公開

　解題 井　手　正　介 第11号１頁

　グループ経営と子会社公開 山　本　　　功 第11号６頁

　時価総額最大化に向けたグループ戦略－企業側から見た親子上場問題 山　田　克　史 第11号16頁

　トラッキング・ストックとわが国への導入 橋　本　基　美 第11号27頁

　親子上場と日本株べンチマークの考え方

　　－浮動株分を正しく評価したベンチマークへ 大　庭　昭　彦 第11号55頁

債券ポートフォリオ管理

　解題 太　田　八十雄 第12号１頁
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　生命保険会社の債券運用 室　賀　博　之、前　田　英　利 第12号４頁

　イールドカーブ分析による債券ポートフォリオ運用の考察 高　津　　　学、山　崎　　　誠 第12号16頁

　日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用 山　田　　　聡 第12号32頁

　アフィンモデルを用いた債券ポートフォリオ管理 荻　島　伸　和、笠　利　　　宏 第12号63頁

★★　論　　　　　文　★★

株式持合と企業経営－株主構成の影響に関する実証分析 新　田　敬　祐 第２号72頁

年金制度改正等に対応する年金ALMについて 井　戸　照　喜 第３号68頁

企業倒産の判別分析と倒産確率の推定 石　川　明　男、金　崎　芳　輔 第３号87頁

オールソンモデルによる企業評価－Ohlson（1995）モデルの実証研究 太　田　浩　司 第４号62頁

倒産確率推定モデルの精度比較検証 黒　子　貴　史、神　山　直　樹 第４号76頁

政策アセットミックスへのリバランスについて 山　下　　　隆 第５号87頁

Factor Weighted ModelによるMixed Jump Diffusion VaR 辻　　　爾　志 第６号49頁

景気循環と最適資産選択の実証的研究 宮　村　幸　夫 第７号68頁

債券先物オプションのスマイルカーブについて 服　部　　　努 第10号66頁

90年代における上場企業の負債比率について－理論的実物的要因とコーポレート・ガバナンスの影響

松　浦　克　己、竹　澤　康　子、鈴　木　　　誠 第11号72頁

社債管理会社不設置債に対する投資リスク 松　井　建　二 第12号79頁

★★　海　外　論　文　★★

ボトム・アップ手法によるニューヨーク・ダウのヴァリュエーション

Charles M.C. Lee、Bhaskaran Swaminathan 第２号94頁

米国の債券利回りに実際何が起ったのか

ピーター・ベスト、アリスター・バーン、アンティ・イルマネン 第３号121頁

配当分を分離したS&P500指数 Michael J. Brennan 第４号91頁

アセット・アロケーション・ポリシーはどれだけパフォーマンスを説明できるか－40、90あるいは100％か？

Roger G. Ibbotson､Paul D. Kaplan 第４号104頁

機関投資家の株式取引コスト（第１回） Donald B. Keim､Ananth Madhavan 第６号74頁

今後のポートフォリオ運用管理の考え方 Peter L. Bernstein 第６号94頁

機関投資家の株式取引コスト（第２回－最終回） Donald B. Keim､Ananth Madhavan 第７号97頁

平均・分散を越えて－非対称の世界におけるパフォーマンス計測 Hayne E. Leland 第８号88頁

★★　ノ　　ー　　ト　★★

EBOモデルの有用性（アナリストの視点から） 辻　本　臣　哉 第12号123頁

★★　随　　　　　想　★★

“思い出すこと” 渡　邊　靖　國 第１号82頁

ゴルフ、そして東西文明の相克 佐　藤　光　夫 第２号69頁

ニッチビジネス 武　田　金　雄 第３号65頁

“金融工学”で想うこと 青　木　　　昭 第４号59頁

心に信託を－今が大事 永　田　俊　一 第５号84頁

年金制度と経済システム 山　田　正　次 第６号46頁

しんきんホームページ漫歩 舟　山　正　克 第７号65頁

和をもって尊しとせず 波多野　敬　雄 第８号85頁

「株主重視」対「雇用重視」 田　村　達　也 第９号76頁

会計基準の国際化をめぐって 山　崎　彰　三 第10号63頁
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「経済政策協調」考 久保田　勇　夫 第11号69頁

私の小さなミレニアム 鶴　島　琢　夫 第12号76頁

★★　講　　　　　演　★★

環境パフォーマンスと企業評価 河　口　真理子 第３号134頁

ユーロランドにおけるドイツ・ファンドブリーフ債の位置付け

カーステン・フォン・ケラー、アナンダ・グーハ、フランク・ダムロー、ブリジット・ガンディ 第３号145頁

投資顧問業界の変化と持株会社の在り方 ノートン・H・リーマー 第４号117頁

グローバル小型株式運用の効用性とその検証 ロナルド・フレイシャー、イアン・トナー 第４号130頁

わが国の製薬業界の行方 遠　藤　邦　夫 第５号125頁

バイオメディカル支援産業の展開 加　藤　郁之進 第６号107頁

年金福祉事業団の資金運用事業の運用実績と今後の課題 大　澤　範　恭 第８号105頁

グローバル債券運用の新局面

　　－グローバル債券ポートフォリオにおける非ソブリン債券の役割 サイモン・ハード 第10号82頁

日本企業における情報通信ネットワーク活用の現状と今後の方向性－Bto Bを中心として

伊　藤　　　薫 第11号86頁

ＩＴ革命とビジネスの変化 相　原　慎　哉 第12号99頁

★★　証券アナリスト読書室　★★

「債券投資とファイナンス理論」 太田智之著 高　橋　明　彦 第１号101頁

「アクティブ・ポートフォリオ・マネジメント」－運用戦略の計量的理論と実践

R.C.グリノルド/R.N.カーン著

明治生命特別勘定運用部・日興證券アセットマネジメント本部訳 浅　野　幸　弘 第１号104頁

「金融リスク管理戦略」

フィリップ・ジョリオン/サーキス・J・コーリ著　小川英治監訳、

生命保険文化研究所　生命保険金融リスク研究会訳 浅　野　幸　弘 第２号121頁

「投信新時代－日本版401Kのビジネス展開」 日本格付投資情報センター編 太　田　八十雄 第２号124頁

「ウォール街のランダム・ウォーカー」 バートン・マルキール著、井手正介訳 村　上　正　人 第３号158頁

「経済政策とマクロ経済学－改革への新しい提言」

岩本康志、大竹文雄、齋藤誠、二神孝一著 川　北　英　隆 第３号161頁

「現代ファイナンス論」

ツヴィ・ボディ/ロバート・C・マートン著　大前恵一郎訳 新　美　一　正 第４号159頁

「総解説・金融リスクマネジメント－総合リスク管理体制の構築」

ゴールドマン・サックス/ウォーバーグ・ディロン・リード共著、藤井健司訳 幡　鎌　俊　行 第４号161頁

「国際会計基準と日本の企業会計」 醍醐聡編著 徳　増　典　洪 第５号135頁

「ヘッジファンド　テクノロジー」 三上芳宏、四塚利樹著 齊　藤　　　誠 第５号138頁

「日本の金融技術は遅れていない」 大野克人著 藤　田　哲　雄 第５号142頁

「年金学入門－戦略的年金プランマネジメント」

デニスE.ローグ/ジャックS.ラダー著　刈谷武昭監訳、年金工学研究会訳 岡　村　　　孝 第６号115頁

「オプション評価と企業金融の理論」 池田昌幸著 仁　科　一　彦 第６号118頁

「金融の本質－21世紀型金融革命の羅針盤」

ロバート・マートン他著/野村総合研究所訳 武　田　哲　夫 第６号121頁

「現代債権格付論」 森脇彬編 島　　　義　夫 第７号108頁

「ビジネス・ゼミナール－経営財務入門」 井手正介・高橋文郎著 広　田　真　人 第７号111頁

「金融工学の挑戦」 今野浩著
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「金融工学とは何か」 刈谷武昭著 宮　脇　　　卓 第８号116頁

ウォーレン・バフェットを読む 井　手　正　介 第８号119頁

「プライベート・エクイティ」 越純一郎著 幸　　　富　成 第９号79頁

「何が正しい経済政策か」 井上謙吾著

「新・日銀ウオッチング」 小塩隆士著 武　田　哲　夫 第９号81頁

「Dividend Policy ; ITS IMPACT ON FIRM VALUE」 RonaldC.Lease他著 家　森　信　善 第10号91頁

「金融技術の考え方・使い方」 齋藤誠著 米田　摂津太郎 第10号95頁

「貸出債権証券化の方法」 白石洋一著 小　田　信　之 第10号98頁

「証券投資理論入門」 大村敬一・俊野雅司著 高　野　　　真 第11号103頁

「インデックス・ファンドの時代」－アメリカにおける資産運用の新潮流

J・C・ボーグル著 浅　野　幸　弘 第11号106頁

「賢いはずのあなたが、なぜお金で失敗するのか」

ゲーリー・ベルスキー、トーマス・ギロヴィッチ著 晝　間　文　彦 第12号128頁

★★　インベストメント・サイエンス・セミナー　★★

信用リスクの測定と管理

　第3回：オプションモデルによる倒産確率推定：基礎 森　平　爽一郎 第１号85頁

信用リスクの測定と管理

　第4回：オプションモデルによる倒産確率推定：拡張と応用 森　平　爽一郎 第３号102頁

信用リスクの測定と管理

　第5回：倒産確率の期間構造推定 森　平　爽一郎 第５号104頁

信用リスクの測定と管理

　第6回（最終回）：格付けと信用リスク分析 森　平　爽一郎 第７号84頁

ベイズ統計学とファイナンス実証分析・決定理論－シリーズ第1回 宮　脇　　　卓 第12号110頁

★★　新　刊　紹　介　★★

新　刊　紹　介 第１号107頁

新　刊　紹　介 第２号135頁

新　刊　紹　介 第３号164頁

新　刊　紹　介 第４号164頁

新　刊　紹　介 第５号144頁

新　刊　紹　介 第６号124頁

新　刊　紹　介 第７号114頁

新　刊　紹　介 第８号123頁

新　刊　紹　介 第９号84頁

新　刊　紹　介 第10号101頁

新　刊　紹　介 第11号109頁

新　刊　紹　介 第12号131頁

★★　資　　　　　料　★★

「証券アナリスト職業行為基準」（改正案）日本証券アナリスト協会規律委員会 第１号109頁

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７号116頁

★★　1999年証券アナリストジャーナル賞の発表　★★

1999年証券アナリストジャーナル賞の発表 第５号146頁
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★★　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６回（平成12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10号103頁

★★　海外だより　★★

〈アジア通信〉韓国株式市場は長期ブル・マーケットに入れるか 姜　　　敞　煕/李　　　南　雨 第４号141頁

★★　2000年ASAF台北大会　★★

2000年ASAF台北大会 第12号133頁

　New Era for Asian Capital Markets Yi-Hsiung Hsu 第12号133頁

　THE INTEGTION OF THE ASIAN CAPITAL MARKETS SHINICHIRO TAKAYA 第12号137頁

　新世紀に向けてグロ－バル化進むアジア証券市場 神　垣　勝　年 第12号142頁

　ハイテクと大陸マーケットに成長を託す台湾経済～４社への企業訪問を通して 久　保　　　功 第12号145頁

　　2000年ASAF年次総会 石　田　寿　彦 第12号149頁

★★　証券アナリスト大会　★★★

＜2000年全米証券アナリスト大会参加訪米団特集＞ 第７号119頁

　総括報告

　　全米証券アナリスト大会に参加して 加　藤　康　之 第７号120頁

　アナリスト大会

　　＜ゼネラル・セッション＞

　　　グローバル経済への投資の挑戦 加　藤　道　高 第７号124頁

　　　Risk Budgeting 中　島　史　博 第７号126頁

　　　A Global Perspective 櫻　井　雄　二 第７号128頁

　　　The Investment Organization of the Future 大　濱　俊　作 第７号131頁

　　＜ワークショップ＞

　　　Evaluating New Technologies, Company Management, and the Business Plan 黒　木　康　之 第７号134頁

　　　米企業が利用する会計トリック ベンジャミン・アダムス 第７号137頁

　　　CFROI分析に基づく株価予測 百　谷　淳　一 第７号140頁

　企　業　訪　問

　　ベル・アトランティック社－ベル・アトランティック社の重点事業 蒲　原　誠　志 第７号143頁

　　スタンディッシュ・アイヤー＆ウッド社－投資顧問会社経営の成功の鍵 島　田　健　次 第７号145頁

　会　　　議

　2000年全米証券アナリスト大会およびICIA会議 石　田　寿　彦 第７号147頁

＜第15回日本証券アナリスト大会特集＞

　「IT革命と日本の産業・企業の変革～新たな事業・経営戦略を求めて」

　開　会　式　　開　会　の　辞 加　藤　精　一 第11号別冊２頁

　　　　　　　　1999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５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６回選定結果紹介および記念品贈呈 松　島　憲　之 第11号別冊8頁

　記 念 講 演　　「トヨタの経営戦略とIT」 張　　　富士夫 第11号別冊14頁

　基 調 講 演　　「ＩＴ革命と日本の産業・企業の変革～新たな事業・経営戦略を求めて」

國　領　二　郎 第11号別冊31頁

　パネル・ディスカッション 〈企業経営者〉 青　木　輝　夫 第11号別冊41頁

新　宅　正　明

田　村　達　也
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中　島　光　正

〈アナリスト〉 太　田　清　久

（司会） 國　領　二　郎

　所　　　感　　　～第15回日本証券アナリスト大会を終えて～ 渡　辺　和　郎 第11号別冊71頁

〔参考〕　大会プログラム

★★　企　　　　　業　★★

　ローム 野　里　浩　平 第１号２頁

　アサヒプリテック 寺　山　満　春 第１号４頁

　ワタベウェディング 渡　部　隆　夫 第１号６頁

　東洋テック 川　口　　　昇 第１号８頁

　ペトロルブ・インターナショナル 寺　田　縉太郎 第１号10頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第１号12頁

　ステップ 龍　井　郷　二 第１号14頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第１号16頁

　ヒラタ 山　本　千　秋 第１号18頁

　富士ピー・エス 山　下　幸　弘 第１号20頁

　イッコー 西　野　秀　之 第１号22頁

　堀内カラー 堀　内　洋　司 第１号24頁

　Mr Max 平　野　能　章 第１号26頁

　住商オートリース 湯　浅　忠　雄 第１号28頁

　日本綜合地所 西　丸　　　誠 第１号30頁

　長大 友　澤　武　昭 第１号32頁

　ナック 西　山　由　之 第１号34頁

　P&G Gretchen W. Price 第１号36頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第１号38頁

　原信 原　　　信　一 第１号40頁

　日本電子材料 大久保　昌　男 第１号42頁

　創健社 福　岡　文　三 第１号44頁

　東部ネットワーク 牧　　　昇一郎 第１号46頁

　廣済堂 長　代　厚　生 第１号48頁

　ナンシン 斎　藤　信　房 第１号50頁

　西尾レントオール 西　尾　公　志 第１号52頁

　オザキ軽化学 鈴　木　勝　美 第１号54頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　高 第１号56頁

　焼肉屋さかい 坂　井　哲　史 第１号58頁

　星光化学工業 松　浦　　　洋 第１号60頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第１号62頁

　京写 児　嶋　雄　二 第１号64頁

　ヤマト・インダストリー 岩　本　英　親 第１号66頁

　INAX 水　谷　千加古 第１号68頁

　ビー・エム・エル 荒　井　元　義 第１号70頁

　日立ビジネスソリューション 五十嵐　孝　雄 第１号72頁

　グローバルダイニング 長谷川　耕　造 第１号74頁

　日本ラッド 大　塚　隆　一 第１号76頁

　西松屋チェーン 茂　理　佳　弘 第１号78頁

　久光製薬 中　冨　博　隆 第１号80頁

　神田通信機 佐　山　浄　道 第１号82頁

　カナモト 金　本　寛　中 第１号84頁

　デンカ生研 西　村　雄　彦 第１号86頁

　NaITO 内　藤　泰　春 第１号88頁

　エスケイジャパン 久　保　敏　志 第１号90頁
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　なとり 名　取　小　一 第１号92頁

　サミー 里　見　　　治 第１号94頁

　東急リバブル 三　浦　正　敏 第１号96頁

　スターフューチャーズ証券 吉　田　信　明 第１号98頁

　巴工業 舟　岡　　　正 第１号100頁

　東北化学薬品 東　　　康　夫 第１号102頁

　ドッドウェル　ビー・エム・エス 佐々木　秀　吉 第１号104頁

　コーセー 小　林　保　清 第１号106頁

　ヤマト硝子 森　川　　　巽 第１号108頁

　明光商会 高　木　三　郎 第２号２頁

　ビーアイジーグループ 青　山　洋　一 第２号４頁

　インターネット総合研究所 藤　原　　　洋 第２号６頁

　シダックス・コミュニティー 志　太　　　勤 第２号８頁

　シード 兼　近　正　美 第２号10頁

　サンオータス 太　田　鋼　三 第２号12頁

　はせがわ 長谷川　裕　一 第２号14頁

　なか卯 北　野　安　夫 第２号16頁

　マルシェ 谷　垣　忠　成 第２号18頁

　井内盛栄堂 井　内　英　夫 第２号20頁

　佐鳥電機 林　　　忠　夫 第２号22頁

　小林電子産業 小　林　義　和 第２号24頁

　リキッドオーディオ・ジャパン 大神田　正　文 第２号26頁

　キューサイ 長谷川　常　雄 第２号28頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第２号30頁

　フーズネット 西　垣　　　功 第２号32頁

　住江織物 近　藤　貞　彦 第２号34頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第２号36頁

　三陽パックス 稲　葉　弘　文 第２号38頁

　オーハシテクニカ 古　尾　谷　健 第３号２頁

　伊藤忠テクノサイエンス 佐　武　廣　夫 第３号４頁

　キヤノンコピア販売 川　崎　正　己 第３号６頁

　ムラチク 村　上　真之助 第３号８頁

　マクニカ 神　山　治　貴 第３号10頁

　はごろもフーズ 後　藤　康　雄 第３号12頁

　壱番屋 宗　次　直　美 第３号14頁

　ピープル 桐　渕　千鶴子 第３号16頁

　ギャバンスパイス 塩　野　順　一 第３号18頁

　昭栄 上　浦　種　彦 第３号20頁

　千代田情報機器 須賀井　孝　夫 第３号22頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第３号24頁

　杉田エース 杉　田　直　良 第３号26頁

　クリエートメディック 西　村　忠　郎 第３号28頁

　三星堂・クラヤ薬品・東京医薬品 山　田　隆　史、熊　倉　貞　武、 和　田　　　進 第３号30頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第３号32頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第３号34頁

　協立エアテック 久　野　隆　夫 第３号36頁

　ビーアイジーグループ 青　山　洋　一 第３号38頁

　ノーリツ 竹　下　克　彦 第３号40頁

　大多喜ガス 伊　東　順　一 第３号42頁

　田中化学研究所 田　中　　　保 第４号２頁

　NITTOH 中　野　良　治 第４号４頁

　住商メタレックス 小　川　英　典 第４号６頁

　セキ 関　　　啓　三 第４号８頁
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　グラフィックプロダクツ 田　端　雅　和 第４号10頁

　アルプス技研 中　村　　　稔 第４号12頁

　明響社 土　井　丈　二 第４号14頁

　ニチロサンフーズ 小　田　勝　也 第４号16頁

　星医療酸器 星　　　昌　成 第４号18頁

　ナガセ 永　瀬　昭　幸 第４号20頁

　東北エンタープライズ 先　崎　一　郎 第４号22頁

　シーエーシー 光　山　治　雄 第４号24頁

　東京個別指導学院 馬　場　信　治 第４号26頁

　クレイフィッシュ 松　島　　　庸 第４号28頁

　ハンズマン 大　薗　明　照 第４号30頁

　三井金属エンジニアリング 酒　匂　幸　男 第４号32頁

　リソー教育 岩　佐　実　次 第４号34頁

　東北リコー 杉　田　啓　次 第４号36頁

　飯田産業 森　　　和　彦 第４号38頁

　東洋合成工業 木　村　正　輝 第４号40頁

　ニチダイ 田　中　善　昭 第４号42頁

　贔屓屋 貝　谷　祐　晴 第４号44頁

　白銅 山　田　悦　弘 第４号46頁

　クレックス 池　田　幸　男 第４号48頁

　スノーヴァ 大　塚　政　尚 第４号50頁

　メッツ 永　田　典　久 第４号52頁

　構造計画研究所 富　野　　　壽 第４号54頁

　東計電算 甲　田　博　康 第４号56頁

　サイバーエージェント 藤　田　　　晋 第４号58頁

　三井ハイテック 永　田　　　敏 第４号60頁

　オン・ザ・エッヂ 堀　江　貴　文 第５号２頁

　サンクスジャパン 西　　　直　樹 第５号４頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第５号６頁

　ホギメディカル 廣　谷　順　一 第５号８頁

　昭和システムエンジニアリング 尾　崎　裕　一 第５号10頁

　スタミナ食品 森　島　征　夫 第５号12頁

　乃村工藝社 乃　村　義　博 第５号14頁

　久光製薬 中　冨　博　隆 第５号16頁

　ダイサン 三　浦　基　和 第５号18頁

　トップカルチャー 清　水　秀　雄 第５号20頁

　スター精密 糟　谷　省　三 第５号22頁

　キューサイ 長谷川　常　雄 第５号24頁

　明光ネットワークジャパン 渡　邉　弘　毅 第５号26頁

　ケーヨー 林　　　武　夫 第５号28頁

　Olympic 金　澤　良　樹 第５号30頁

　オークワ 宇治田　日侶史 第５号32頁

　カスミ 神　林　章　夫 第５号34頁

　大丸 奥　田　　　務 第５号36頁

　トスネット 佐　藤　康　廣 第５号38頁

　エコス 平　　　富　郎 第５号40頁

　ダイイチ 小　西　保　男 第５号42頁

　楽天 三木谷　浩　史 第５号44頁

　リコーリース 井　上　雄　二 第５号46頁

　マルコ 池　田　豊　治 第５号48頁

　ダイヤモンドシティ 野　島　英　夫 第５号50頁

　ベスト電器 有　薗　憲　一 第５号52頁

　杉本商事 杉　本　正　広 第５号54頁
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　ビジョンメガネ 吉　田　武　彦 第５号56頁

　インテリジェンス 鎌　田　和　彦 第６号２頁

　オーテック 高　野　光　正 第６号４頁

　サンエー化研 永　井　　　肇 第６号６頁

　SPK 中　嶋　　　功 第６号８頁

　サンリツ 三　浦　正　英 第６号10頁

　シーイーシー 高　部　眞　義 第６号12頁

　フォー・ユー 新　谷　幸　由 第６号14頁

　クレスコ 浦　崎　雅　博 第６号16頁

　インター 平　山　秀　雄 第６号18頁

　環境管理センター 後　藤　一　郎 第６号20頁

　ユニパルス 吉　本　喬　美 第６号22頁

　エスケイジャパン 久　保　敏　志 第６号24頁

　大阪製鐵 佐　藤　順　平 第６号26頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第６号28頁

　ローム 野　里　浩　平 第６号30頁

　ダイビル 小　林　勝　二 第６号32頁

　小野建 小　野　　　建 第６号34頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第６号36頁

　オイレス工業 矢　嶋　　　博 第６号38頁

　ヒューテックノオリン 松　島　　　晋 第６号40頁

　英和 阿　部　健　治 第６号42頁

　キーコーヒー 太　田　敬　二 第６号44頁

　本州化学工業 戸　川　　　晋 第６号46頁

　カルチュア・コンビニエンス・クラブ 増　田　宗　昭 第６号48頁

　バンダイ 高　須　武　男 第６号50頁

　長大 友　澤　武　昭 第６号52頁

　マスターネット 西久保　愼　一 第６号54頁

　TOWA 奥　田　貞　人 第６号56頁

　明電エンジニアリング 宮　本　達　也 第６号58頁

　アズウェル 加　藤　　　大 第６号60頁

　アサヒプリテック 寺　山　満　春 第６号62頁

　日鐵ドラム 安　達　良　英 第６号64頁

　東北エンタープライズ 先　崎　一　郎 第６号66頁

　八千代工業 大　竹　　　茂 第６号68頁

　宇部日東化成 財　間　新　二 第６号70頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第６号72頁

　中山福 中　尾　千　興 第６号74頁

　日本基礎技術 中　村　精　一 第６号76頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第６号78頁

　東北パイオニア 小笠原　光　弘 第６号80頁

　NTTドコモ 中　村　維　夫 第６号82頁

　住商エレクトロニクス 田　中　武　治 第６号84頁

　マンダム 西　村　元　延 第６号86頁

　公益社 播　島　幹　長 第６号88頁

　京阪神不動産 阪　尾　正　一 第６号90頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第６号92頁

　日本ウェーブロック 木根淵　弘　水 第６号94頁

　ノーリツ鋼機 佐　谷　　　勉 第６号96頁

　合同製鐵 藤　井　健　夫 第６号98頁

　ケンウッド 酒　井　田　格 第６号100頁

　日本精機 永　井　正　二 第６号102頁

　ダイオーズ 大久保　真　一 第６号104頁
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　シーマブライダル 白　石　哲　也 第６号106頁

　ワタミフードサービス 渡　邉　美　樹 第６号108頁

　アルメディオ 高　橋　　　正 第６号110頁

　エイチイーシー 池　永　　　章 第６号112頁

　デオデオ 久　保　允　誉 第７号２頁

　TOTO 重　渕　雅　敏 第７号４頁

　ゼンリン 原　田　　　康 第７号６頁

　東洋テック 川　口　　　昇 第７号８頁

　Mr Max 平　野　能　章 第７号10頁

　大日本スクリーン製造 石　田　　　明 第７号12頁

　シード 兼　近　正　美 第７号14頁

　ホシデン 古　橋　健　士 第７号16頁

　住商オートリース 湯　浅　忠　雄 第７号18頁

　ワタベウェディング 渡　部　隆　夫 第７号20頁

　イトーヨーギョー 伊　藤　剛　次 第７号22頁

　日本ライフライン 増　本　武　司 第７号24頁

　日本電気システム建設 横　山　清次郎 第７号26頁

　ナック 西　山　由　之 第７号28頁

　積水化成品工業 中　西　　　收 第７号30頁

　パラマウントベッド 木　村　憲　司 第７号32頁

　セキテクノトロン 関　　　　　信 第７号34頁

　サトー 福　間　　　武 第７号36頁

　日本電子材料 大久保　昌　男 第７号38頁

　太平工業 中　澤　　　吉 第７号40頁

　明響社 土　井　丈　二 第７号42頁

　三洋化成工業 筧　　　哲　男 第７号44頁

　蔵王産業 平　井　　　博 第７号46頁

　ビケンテクノ 梶　山　　　高 第７号48頁

　伊藤園 本　庄　八　郎 第７号50頁

　小松ウオール工業 加　納　　　裕 第７号52頁

　加賀電子 塚　本　　　勲 第７号54頁

　ファルコバイオシステムズ 赤　澤　寛　治 第７号56頁

　オザキ軽化学 鈴　木　勝　美 第７号58頁

　原信 原　　　信　一 第７号60頁

　イッコー 増　田　光　一 第７号62頁

　理経 田　中　厚一郎 第７号64頁

　トーカロ 中　平　　　晃 第７号66頁

　リンテック 木　村　敬　吾 第７号68頁

　なとり 名　取　小　一 第７号70頁

　シーアイエス 戸　高　　　修 第７号72頁

　タカトリ 三　島　　　茂 第７号74頁

　カナモト 金　本　寛　中 第７号76頁

　INAX 水　谷　千加古 第７号78頁

　富士ピー・エス 河　野　文　將 第７号80頁

　本間ゴルフ 本　間　敬　啓 第７号82頁

　日本工営 中　禮　俊　則 第７号84頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第７号86頁

　萩原工業 萩　原　邦　章 第７号88頁

　クリーク・アンド・リバー社 井　川　幸　広 第７号90頁

　パルステック工業 木　下　達　夫 第７号92頁

　日本空調サービス 林　　　弘　二 第７号94頁

　駿河精機 鈴　木　敏　夫 第７号96頁

　イーター電機工業 北　川　　　浩 第７号98頁
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　ナンシン 斎　藤　信　房 第７号100頁

　尾家産業 長　田　芳　一 第７号102頁

　ベルパーク 西　川　　　猛 第７号104頁

　トーカン 永　津　邦　彦 第７号106頁

　星光化学工業 松　浦　　　洋 第７号108頁

　音通 岡　村　邦　彦 第７号110頁

　みった 三ッ田　勝　規 第７号112頁

　バリュークリックジャパン ジョナサン・ヘンドリックセン 第７号114頁

　ロック・フィールド 岩　田　弘　三 第７号116頁

　エーティーエルシステムズ 内　藤　治　生 第７号118頁

　ムトウ 西　田　　　溥 第７号120頁

　エイトコンサルタント 小　谷　裕　司 第７号122頁

　巴工業 舟　岡　　　正 第７号124頁

　本郷 今　田　靜　雄 第７号126頁

　日神不動産 神　山　和　郎 第７号128頁

　アルファ 浅　野　　　薫 第７号130頁

　スカイマークエアラインズ 井　手　隆　司 第８号２頁

　サンコー 大　谷　晴　彦 第８号４頁

　ミヤコ 束　田　俊　夫 第８号６頁

　マルキン忠勇 大　納　裕　司 第８号８頁

　東洋ゴム工業 片　山　松　造 第８号10頁

　さくらケーシーエス 高　橋　秀　明 第８号12頁

　東京美装興業 田　中　幹　夫 第８号14頁

　スギ薬局 杉　浦　広　一 第８号16頁

　卑弥呼 柴　田　　　一 第８号18頁

　フジマック 熊　谷　俊　範 第８号20頁

　デジタルデザイン 寺　井　和　彦 第８号22頁

　伊藤忠燃料 松　村　秀　雄 第８号24頁

　フジッコ 渡　辺　　　晃 第８号26頁

　明光商会 高　木　英　治 第８号28頁

　パトライト 佐々木　宏　樹 第８号30頁

　福井コンピュータ 小　林　　　眞 第８号32頁

　ワオ・コーポレーション 西　澤　昭　男 第８号34頁

　イムラ封筒 井　村　達　男 第８号36頁

　インフォメーション　クリエーティブ 斎　藤　隆　男 第８号38頁

　佐鳥電機 佐　鳥　康　郎 第８号40頁

　ベンチャー・リンク 小　林　忠　嗣 第８号42頁

　大塚商会 大　塚　　　実 第８号44頁

　エヌエス環境 白　石　省　三 第８号46頁

　橋本総業 橋　本　政　昭 第８号48頁

　森下仁丹 岡　崎　康　雄 第８号50頁

　テー・オー・ダブリュー 川　村　　　治 第８号52頁

　住江織物 近　藤　貞　彦 第８号54頁

　ゼファー 飯　岡　隆　夫 第８号56頁

　ナガワ 田　中　俊　英 第８号58頁

　ティムコ 酒　井　貞　彦 第８号60頁

　エフアンドエム 森　中　一　郎 第８号62頁

　フーズネット 西　垣　　　功 第８号64頁

　竹菱電機 中　筋　　　格 第９号２頁

　ナガセ 永　瀬　昭　幸 第９号４頁

　積水樹脂 増　田　保　男 第９号６頁

　モーニングスター 川　島　克　哉 第９号８頁

　エルミックシステム 澤　田　　　陽 第９号10頁
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　デジタルアドベンチャー 高　橋　次　男 第９号12頁

　三陽パックス 稲　葉　弘　文 第９号14頁

　エー・アンド・アイシステム 遠　山　　　巖 第９号16頁

　ナカニシ 中　西　英　一 第９号18頁

　精工技研 高　橋　光　雄 第９号20頁

　NECソフト 関　　　隆　明 第９号22頁

　キヤノンシステムアンドサポート 川　崎　正　己 第９号24頁

　スミダ　コーポレーション 八　幡　滋　行 第９号26頁

　JSAT 吉　田　倬　也 第９号28頁

　テイツー 大　橋　康　宏 第９号30頁

　日本ファウンドリー 坂　本　幸　雄 第９号32頁

　九州ジャスコ 家　形　元　毅 第９号34頁

　伊田テクノス 伊田登　喜三郎 第９号36頁

　応用地質 大　矢　　　暁 第９号38頁

　マネックス証券 松　本　　　大 第９号40頁

　日本エアーテック 平　沢　絋　介 第９号42頁

　シーエーシー 光　山　治　雄 第９号44頁

　クリエートメディック 内　河　成　光 第９号46頁

　シンワ 若　本　淳　二 第９号48頁

　小野測器 小　野　隆　彦 第９号50頁

　総合メディカル 小山田　浩　定 第９号52頁

　橘テクトロン 橘　川　　　実 第９号54頁

　ビーアイジーグループ 青　山　洋　一 第９号56頁

　ジャパンフーズ 田　尾　孝　行 第９号58頁

　駿河精機 鈴　木　敏　夫 第９号60頁

　大多喜ガス 伊　東　順　一 第９号62頁

　日本セラミック 谷　口　義　晴 第10号２頁

　ノーリツ 竹　下　克　彦 第10号４頁

　アグロ　カネショウ 櫛　引　博　敬 第10号６頁

　ヒュー・マネジメント・ジャパン 齋　藤　義　明 第10号８頁

　グラフィックプロダクツ 田　端　雅　和 第10号10頁

　ベクター 梶　並　伸　博 第10号12頁

　アルプス技研 中　村　　　稔 第10号14頁

　オーネックス 大　屋　廣　茂 第10号16頁

　マックスバリュ東北 原　田　昭　彦 第10号18頁

　サンエー 上　地　哲　誠 第10号20頁

　ガーラ 菊　川　　　曉 第10号22頁

　カーディナル 元屋地　文　明 第10号24頁

　ソーテック 大　邊　創　一 第10号26頁

　工藤建設 工　藤　次　郎 第10号28頁

　第一交通産業 田　中　亮一郎 第10号30頁

　エスケイジャパン 久　保　敏　志 第10号32頁

　パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン J. トッド・ボナー 第10号34頁

　アクモス 飯　島　秀　幸 第10号36頁

　まぐクリック 西　山　裕　之 第10号38頁

　ウチダエスコ 原　　　宏　亮 第10号40頁

　日本コンピュータ・ダイナミクス 下　條　武　男 第10号42頁

　ウライ 裏　井　紳　介 第10号44頁

　リソー教育 岩　佐　実　次 第10号46頁

　近鉄エクスプレス 雲　川　俊　夫 第10号48頁

　日本トイザらス 田　崎　　　學 第10号50頁

　藤田エンジニアリング 矢　野　純　三 第10号52頁

　イムラ封筒 井　村　達　男 第10号54頁
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　内田洋行 向　井　眞　一 第10号56頁

　キリン堂 寺　西　忠　幸 第10号58頁

　ソフトサイエンス 坂　本　典　之 第10号60頁

　シメオ精密 生　野　智　久 第10号62頁

　エネサーブ 深　尾　　　勲 第10号64頁

　ダイユーエイト 浅　倉　俊　一 第10号66頁

　中外鉱業 飾　磨　秀　夫 第10号68頁

　ネクストコム 山　本　　　茂 第10号70頁

　オリエンタルコンサルタンツ 清　野　茂　次 第10号72頁

　インターニックス 藤　澤　義　晴 第10号74頁

　サイバー・コミュニケーションズ 新　井　敏　夫 第10号76頁

　シーイーシー 森　本　洋　一 第10号78頁

　三井ハイテック 永　田　　　敏 第10号80頁

　日本医薬品工業 田　村　友　一 第10号82頁

　協立電機 西　　　雅　寛 第10号84頁

　タイカン 別　宮　　　浩 第11号２頁

　名古屋電機工業 服　部　正　裕 第11号４頁

　乃村工藝社 乃　村　義　博 第11号６頁

　日本ハウズイング 小佐野　文　雄 第11号８頁

　グレース 稲　田　禎　一 第11号10頁

　アトムリビンテック 高　橋　良　一 第11号12頁

　カワチ薬品 河　内　良三郎 第11号14頁

　キンレイ 赤　松　哲　治 第11号16頁

　ファーストリテイリング 柳　井　　　正 第11号18頁

　野田スクリーン 野　田　正　紀 第11号20頁

　NECマシナリー 高　崎　　　勲 第11号22頁

　イメージワン 梨　子　本　紘 第11号24頁

　インテックコミュニケーションズ 村　椿　俊　勝 第11号26頁

　オートウェーブ 広　岡　　　等 第11号28頁

　ザ・パック 白　根　　　稔 第11号30頁

　オークワ 村　上　　　肇 第11号32頁

　ホギメディカル 廣　谷　順　一 第11号34頁

　久光製薬 野　田　寛　治 第11号36頁

　スギ薬局 杉　浦　広　一 第11号38頁

　スター精密 鈴　木　俊　弘 第11号40頁

　ケーヨー 林　　　武　夫 第11号42頁

　文教堂 嶋　崎　欽　也 第11号44頁

　ダイヤモンドシティ 野　島　英　夫 第11号46頁

　大丸 奥　田　　　務 第11号48頁

　エックスネット 吉　川　征　治 第11号50頁

　明光ネットワークジャパン 渡　邉　弘　毅 第11号52頁

　エフ・ディ・シィ・プロダクツ 細　田　信　行 第11号54頁

　エコス 平　　　富　郎 第11号56頁

　京進 立　木　貞　昭 第11号58頁

　フォンテーヌ 和　田　雅　治 第11号60頁

　ダン 越　智　直　正 第11号62頁

　マルコ 池　田　豊　治 第11号64頁

　SPK 中　嶋　　　功 第11号66頁

　ナカニシ 中　西　英　一 第11号68頁

　千代田インテグレ 土　屋　信　二 第11号70頁

　オーイズミ 大　泉　政　治 第11号72頁

　ベスト電器 有　薗　憲　一 第12号２頁

　日立ツール 鷲　見　暁　夫 第12号４頁
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　富士通ビー・エス・シー 米　山　幸　彦 第12号６頁

　ハードオフコーポレーション 山　本　善　政 第12号８頁

　ユニパルス 吉　本　喬　美 第12号10頁

　日本ファウンドリー 坂　本　幸　雄 第12号12頁

　カネ美食品 三　輪　亮　治 第12号14頁

　トッキ 津　上　健　一 第12号16頁

　杉本商事 杉　本　正　広 第12号18頁

　ローランド　ディー.ジー. 冨　岡　昌　弘 第12号20頁

　クレスコ 浦　崎　雅　博 第12号22頁

　ダイナック 小　澤　　　功 第12号24頁

　ガーラ 菊　川　　　曉 第12号26頁

　環境管理センター 後　藤　一　郎 第12号28頁

　NECシステム建設 横　山　清次郎 第12号30頁

　平賀 平　賀　　　豊 第12号32頁

　TOWA 奥　田　貞　人 第12号34頁

　高千穂交易 山　村　秀　彦 第12号36頁

　ラウンドワン 杉　野　公　彦 第12号38頁

　ローム 野　里　浩　平 第12号40頁

　エスケイジャパン 久　保　敏　志 第12号42頁

　三洋化成工業 西　澤　毅　雄 第12号44頁

　小野建 小　野　　　建 第12号46頁

　NTTドコモ 中　村　維　夫 第12号48頁

　インター 平　山　秀　雄 第12号50頁

　明電エンジニアリング 末　木　　　勝 第12号52頁

　東和薬品 吉　田　逸　郎 第12号54頁

　本州化学工業 戸　川　　　晋 第12号56頁

　ヒューテックノオリン 松　島　　　晋 第12号58頁

　アサヒプリテック 寺　山　満　春 第12号60頁

　英和 阿　部　健　治 第12号62頁

　コンドーテック 近　藤　純　位 第12号64頁

　ゼロ 西久保　愼　一 第12号66頁

　システムソフト 佐　藤　隆　治 第12号68頁

　マネックス証券 松　本　　　大 第12号70頁

　日伝 西　木　利　博 第12号72頁

　日油技研工業 佐　藤　　　弘 第12号74頁

　日本ビジネスコンピューター 栗　生　晴　夫 第12号76頁

　八千代工業 小　見　勇　三 第12号78頁

　大阪製鐵 佐　藤　順　平 第12号80頁

　アズウェル 加　藤　　　大 第12号82頁

　オイレス工業 佐　藤　英　二 第12号84頁

　東北電力 幕　田　圭　一 第12号86頁

　日本ウェーブロック 木根淵　弘　水 第12号88頁

　TOTO 三　宅　　　博 第12号90頁

　駿河精機 鈴　木　敏　夫 第12号92頁

　日本基礎技術 磯　　　景　安 第12号94頁

　小松ウオール工業 加　納　　　裕 第12号96頁

　日鐵ドラム 安　達　良　英 第12号98頁

　住商エレクトロニクス 有　馬　愼　吾 第12号100頁

　マンダム 西　村　元　延 第12号102頁

　アスクル 岩　田　彰一郎 第12号104頁

　リンテック 木　村　敬　吾 第12号106頁

　ワタミフードサービス 渡　邉　美　樹 第12号108頁

　日産車体 小　畠　一　孝 第12号110頁
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　おりこんダイレクトデジタル 小　池　　　恒 第12号112頁

　日本ライフライン 増　本　武　司 第12号114頁

　東洋ゴム工業 片　山　松　造 第12号116頁

　デオデオ 久　保　允　誉 第12号118頁

　ワタベウェディング 渡　部　隆　夫 第12号120頁

　アルメディオ 高　橋　　　正 第12号122頁

　ノーリツ鋼機 佐　谷　　　勉 第12号124頁

　さくらケーシーエス 高　橋　秀　明 第12号126頁

　沢井製薬 澤　井　弘　行 第12号128頁


