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日本再生に向けてアナリストの知見を！ 稲 野 和 利 第５号 ２頁
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ユーロは維持可能か？―理論と歴史からの再考
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山　田　邦　雄、佐　治　信　行 第１号 38頁
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解題 河　田　　　剛 第２号 ２頁

新興国向け資産運用の現状と問題点
―戦略的資産配分の視点から― 高　山　秀　樹 第２号 ５頁

為替ヘッジは必要か？
―為替オーバーレイ戦略― 中　窪　文　男 第２号 17頁

新興国株式投資信託のパフォーマンス持続性 井　出　真　吾 第２号 28頁

エマージング株、オルタナティブ投資等への投資対象拡大と
オペレーショナル・デューデリジェンスを含むリスク管理について 平　井　友　行 第２号 39頁

資産運用ビジネスの将来性について

解題 山　田　洋　暉 第３号 ２頁

（座談会）
アセットマネジメント・ビジネスの将来性 大　場　昭　義、ティモシー・マッカーシー、
 堀　江　貞　之、坂　口　雄　作 第３号 ７頁

（論文）
資産運用会社の新成長戦略を探る
―グローバルな視点から見た日本の資産運用ビジネスの課題― 堀　江　貞　之 第３号 27頁

米国資産運用ビジネスの現状と課題
―今後の成長に向けたサービスモデル― 住　吉　富　夫、デバロー A．クリフォード 第３号 39頁

信用リスク管理の新たな視点：CVA

解題 斯 波 恒 正 第４号 ２頁

CVA実務とリスク管理
―邦銀のビジネスモデルに見合うCVA実務― 出　水　博　章、青　沼　君　明 第４号 ６頁

デリバティブ・ビジネスにおけるCVAの考え方
―CVAを導入する価値とその影響― 内　山　勝一郎 第４号 15頁

バーゼルⅢにおけるCVA資本賦課手法の概要 丹 羽 文 紀 第４号 25頁

CVAとは何か？
―信用リスクの学術研究におけるこれまでの位置付けと今後について― 中 川 秀 敏 第４号 35頁

ESG投資
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国内外におけるESG投資の現状と考察 小　崎　亜依子、竹　林　正　人 第５号 ８頁

SRI関連株の中長期パフォーマンスの特徴について 白 須 洋 子 第５号 19頁

社会的責任投資（SRI）ファンドのパフォーマンスに関する実証研究 浅　野　礼美子、佐々木　隆　文 第５号 29頁

ESG情報開示の課題と今後の動向 小　黒　由貴子 第５号 39頁

わが国適時開示制度の再検討

解題 北　川　哲　雄 第６号 ２頁
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日本企業の期待マネジメントとアナリストの反応 浅　野　敬　志 第６号 ８頁

業績予想の開示・非開示が情報の非対称性に及ぼす影響 村　宮　克　彦 第６号 18頁

米国における経営者予想開示の推移とわが国へのインプリケーション 太　田　浩　司／姜　　　理　恵 第６号 30頁

財務諸表の開示内容の変更について 貝　増　　　眞 第６号 41頁

パラダイム変化の下での新たな資産運用戦略の探究　―第２回SAAJ国際セミナーより―

解題 新　美　一　正 第７号 ２頁

（講義録）
長期投資戦略の再構築
―世界金融危機からの教訓― Arjan Berkelaar 第７号 ４頁

米国機関投資家が目指すリスク戦略の実現策 Robert Capaldi 第７号 15頁

（パネルディスカッション）
グローバルな視点から資産運用会社の新成長戦略を考える 堀　江　貞　之、大　塚　明　生、
 土　岐　大　介、Robert Capaldi 第７号 26頁

ボラティリティと証券投資

解題 浅　野　幸　弘 第８号 ２頁

日経平均ボラティリティー・インデックスについて
―導入の意義と今後の展望― 濱　田　真　也 第８号 ６頁

実現ボラティリティ
―ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性―
 生　方　雅　人、渡　部　敏　明 第８号 16頁

ボラティリティと相関のリスク・プレミアム
―ボラティリティ・インデックスが切り開く新たなフロンティア― 山　中　　　智 第８号 27頁

相場の感情とその変動
―自然言語処理で測定するマーケットセンチメントとボラティリティ―
 岡　田　克　彦、羽　室　行　信 第８号 37頁

確定拠出年金と資産運用

解題 藤　林　　　宏 第９号 ２頁

確定拠出年金の現状
―新しい退職給付制度はどう根付いたか― 山　崎　俊　輔 第９号 ６頁

確定拠出年金制度における資産運用
―加入者の商品選定と今後の課題― 谷　野　琢　治 第９号 18頁

「投資教育とは何か」を再考する
―確定拠出年金における投資教育問題を有効に解決していくために― 秦　　　穣　治 第９号 25頁

米国確定拠出年金の意義と展望
―変化し続ける401（k）プラン― 野　村　亜紀子 第９号 37頁

大震災後の経済の諸問題と日本企業の課題

解題 大　崎　貞　和 第10号 ２頁

震災対応と金融恐慌
―昭和金融恐慌に学ぶ― 小　林　和　子、深　見　泰　孝 第10号 ５頁

東日本大震災後の企業戦略の方向性に関する一考察
―サプライチェーンの強化と空洞化リスクへの対応―
 山　田　大　介、牛　窪　恭　彦、中　村　朋　生 第10号 14頁

業界全体で捉えた業務継続計画（BCP）の推進 三　宅　将　之、宗　　　裕　二 第10号 24頁

今後の電力問題を考える視点 伊　藤　敏　憲 第10号 35頁

（調査レポート）
投資対象としての再保険 榎　峠　弘　樹 第10号 44頁

日本の財政リスクを考える

解題 原　田　喜美枝 第11号 ３頁

（座談会）
財政リスクとマーケット　　　野　崎　浩　成、桝　田　明　敏、山　川　哲　史、高　田　　　創 第11号 ７頁

（論文）
社会保障・税一体改革と世代間の公平 森　信　茂　樹 第11号 29頁
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日本の政府債務と財政の持続可能性 沖　本　竜　義、土　居　丈　朗、星　　　岳　雄 第11号 41頁

大学法人の財務と資産運用

解題 坂　口　雄　作 第12号 ２頁

大学の経営戦略と財務戦略 森　本　紀　行 第12号 ６頁

学校会計・会計規定とガバナンス 清　水　　　至、杉　﨑　正　彦 第12号 16頁

日本の大学法人における資産運用の実態と課題 引　間　雅　史 第12号 28頁

米国大学寄付基金運営の新潮流
―ガバナンス改革と流動性リスク管理の強化― 川　原　淳　次 第12号 40頁

＜第26回日本証券アナリスト大会＞「よみがえれ日本～大震災を乗り越えて～」

開会の辞 稲　野　和　利 第11号 51頁

証券アナリストジャーナル賞表彰 浅　野　幸　弘 第11号 56頁

ディスクロージャー優良企業表彰 松　島　憲　之 第11号 59頁

（記念講演）
企業革新への挑戦
～３つの荒波を乗り越えた攻めの経営～ 古　森　重　隆 第12号 50頁

（講演）
ストーリーとしての競争戦略 楠　木　　　建 第12号 60頁

（所感）
第26回日本証券アナリスト大会を終えて 髙　木　伸　行 第12号 68頁

＊＊展　　　　　望＊＊

低迷が続くわが国の金融市場とアセットマネジメントの将来 大　場　昭　義 第１号 52頁

アナリストジャーナル解題を解題する 高　田　　　創 第２号 48頁

ベイズ的方法について 斯　波　恒　正 第３号 53頁

不動産デリバティブの現状と課題 長 森 英 雄 第４号 43頁

トレイナー・ブラック・モデル再考：
インフォメーション・レシオによる評価の問題点 竹　原　　　均 第５号 48頁

日本経済はなぜ長期停滞しているのか 石　山　嘉　英 第６号 50頁

確定拠出年金の資産運用
―そのリスク特性と退職給付への影響― 藤　林　　　宏 第７号 39頁

ファイナンスの視点から眺める震災と原発事故 大　橋　和　彦 第８号 49頁

時価評価が困難な資産のパフォーマンス分析 明　田　雅　昭 第９号 47頁

東日本大震災の復興金融について
―推進主体のネットワーク化が必要に― 中　塚　富士雄 第10号 56頁

「彼ら」は金融危機から何を学んだのか？
（あるいは、学ばなかったのか？） 沼　波　　　正 第11号 61頁

株式投資収益率の半年効果
―“Sell in May”vs. 上半期効果― 榊　原　茂　樹 第12号 71頁

＊＊経済・産業分析シリーズ＊＊

銀行は特別か？
―「ボルカールール」と米国銀行業の将来像― 沼　波　　　正 第１号 58頁

新興国を巡る資金フローと景気動向 東　　　将　人、稲　村　保　成 第２号 54頁

為替相場の正しい見方 佐々木　　　融 第３号 59頁

不動産投資市場のパフォーマンス
―世界と日本― 西 岡 敏 郎 第４号 49頁

歴史的な構造変化に挑戦する自動車産業 松　島　憲　之 第５号 55頁

TPP、日－EU・EPAと日本経済 白　川　浩　道 第６号 58頁

わが国の新興国向けインフラ輸出の現状と課題
―スマートシティプロジェクトを事例に― 山　田　大　介、北　平　　　至、矢　澤　一　平 第７号 45頁



－5－

ベトナムの金融制度改革
―2020年に市場経済の確立、中進国入りを目指す試み― 古　川　久　継 第８号 55頁

世界金融破局 ジェームズ・マクノートン 第９号 53頁

震災後の半導体製造装置市場
―福島の原発事故はハイテク業界の転換点ではなく加速点に― 和田木　哲　哉 第10号 62頁

復興ファイナンスにおける民間金融機関の役割 林　　　敏　彦 第11号 67頁

国際会計基準はどこへ行くか
―10年の活動を振り返って― 山　田　辰　己 第12号 78頁

＊＊視　　　　　点＊＊

株式アナリストのパフォーマンス測定 Jean-Claude Dufournet 第１号 68頁

原則主義・統合報告の時代におけるアナリストの役割 五　味　廣　文 第２号 62頁

「信頼の向上」に向けた取り組み 前　　　哲　夫 第３号 70頁

今年度の地方銀行の課題 溝 田 泰 夫 第４号 57頁

夢は兜町梁山泊　〔出でよ元気な運用者〕 安 　 　 陽太郎 第５号 65頁

わが国証券アナリストへの期待 三　國　陽　夫 第６号 69頁

IPO雑感 伊　藤　俊　明 第７号 56頁

最近の中国経済の印象 大　井　　　篤 第８号 65頁

持続性の灯火を掲げよう 渋　澤　　　健 第９号 62頁

わが国ホテルビジネスの問題点と可能性 平　岩　孝一郎 第10号 73頁

「資源小国」と新たなエネルギー危機 喜　田　勝治郎 第11号 76頁

非伝統的金融政策について考える 池　尾　和　人 第12号 87頁

＊＊特別レポート＊＊

東日本大震災後の経済見通し 武　田　洋　子 第６号 72頁

日本の復興と投資家の気概
―次世代を担う新しい日本を創る― 鈴　木　行　生 第７号 60頁

東日本大震災後の日本経済を考える視点 神　津　多可思 第８号 69頁

震災と事業債投資
―不確実性と金融システム・サポートとのせめぎ合いの中で― 大　橋　英　敏 第９号 66頁

＊＊論　　　　　文＊＊

PBRのクロスセクション分散／歪度と将来リターン予測 廣　瀬　勇　秀、岩　永　安　浩 第１号 73頁

地域銀行における株主構成とコーポレート・ガバナンス
―上場地銀を対象とするパネルデータ分析― 森　　　祐　司 第１号 85頁

わが国企業のデリバティブ利用とヘッジ行動 柳　瀬　典　由 第２号 66頁

ライフプランを内容とした確定拠出年金の継続教育は
加入者の株式配分に影響を与えるか？
―現実の加入者を対象としたフィールド実験による検証― 北　村　智　紀、中　嶋　邦　夫 第４号 60頁

下方リスクと上方リスクのリスクプレミアム　
―ボラティリティ効果の構造分解― 石　部　真　人、角　田　康　夫、坂　巻　敏　史 第６号 82頁

株式制度信用取引における逆日歩予測に関する研究 関　戸　秀　樹、枇々木　規　雄 第７号 71頁

社債スプレッドの要因分析と投資戦略への応用 菊 池 俊 博 第７号 84頁

ボラタイルな実績固有ボラティリティ 廣　瀬　勇　秀、岩　永　安　浩 第８号 80頁

わが国の会計制度改革期における利益の質と
個別リスクとの関係について 奥　田　真　也、北　川　教　央 第８号 91頁

個別株リターンのディスパージョンを用いたアクティブファンド評価 四　方　健　彦 第９号 75頁

自社株買いにおける流動性仮説の実証分析 保　田　隆　明、宇　野　　　淳 第10号 76頁

相関係数を用いたペアトレーディング戦略 坂　本　　　勲 第11号 79頁
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株式市場インデックスの再検討
―リスク削減とインデックスへの分散投資効果― 本　多　俊　毅、高　橋　克　典 第12号 91頁

＊＊調査レポ－ト＊＊

伝統的投資理論におけるリスク構造の再考
―リーマンショック後の投資理論研究の動向と今後の展望― 加　藤　康　之 第８号 101頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊

〔１〕「残る銀行、沈む銀行」 根本直子著
〔２〕「金融危機とプルーデンス政策」 翁　百合著 原　田　喜美枝 第１号 99頁

「格付けの深層―知られざる経営とオペレーション―」 森田隆大著 徳　島　勝　幸 第１号102頁

「金融行政の座標軸―平時と有事を越えて―」 佐藤隆文著 大　崎　貞　和 第２号 76頁

「ベンチャーマネジメント「事業創造」入門」 長谷川博和著 河　田　　　剛 第２号 79頁

「株価を動かす配当政策―コロボレーション効果の実証分析」 石川博行著 鈴　木　一　功 第３号 74頁

「大いなる不安定―金融危機は偶然ではない、必然である」
 ヌリエル・ルービニ／スティーブン・ミーム著　山岡洋一／北川知子訳 高　橋　智　彦 第３号 76頁

「合理的市場という神話―リスク、報酬、幻想をめぐるウォール街の歴史」
 ジャスティン・フォックス著　遠藤真美訳 明　田　雅　昭 第３号 78頁

「資産所得課税の新潮流」 証券税制研究会編 湯　元　健　治 第４号 70頁

「世界国債暴落―世界を蝕む日本化現象」 高田　創／柴崎　健／石原哲夫著 櫨　　　浩　一 第４号 72頁

〔１〕「よくわかる行動経済学」 川西　諭著
〔２〕「行動ファイナンス　現代の財務経営（９）」
 榊原茂樹・加藤英明・岡田克彦編著
〔３〕「新版行動ファイナンス」 角田康夫著 俊　野　雅　司 第５号 69頁

「バリュー株投資は「勝者のゲーム」！」 井手正介著 鈴　木　行　生 第５号 72頁

「投資の大原則　人生を豊かにするためのヒント」
 バートン・マルキール／チャールズ・エリス著　鹿毛雄二／鹿毛房子訳 田　淵　英一郎 第５号 75頁

〔１〕「Q&Aアメリカ金融改革法　ドッド＝フランク法のすべて」 松尾直彦著
〔２〕「金融危機後の資本市場法制」 神作裕之責任編集／資本市場研究会編 小　立　　　敬 第６号 90頁

「ヘッジファンド投資ガイドブック
―金融危機が明らかにした絶対リターン型資産運用の有効性―」
 高橋　誠／浅岡泰史著 豊　田　一　穂 第６号 93頁

「世界ソブリンバブル衝撃のシナリオ」 白川浩道著 草　場　洋　方 第７号 93頁

〔１〕「国家対巨大銀行」
 サイモン・ジョンソン／ジェームズ・クワック著　村井章子訳
〔２〕「史上最大のボロ儲け」 グレゴリー・ザッカーマン著　山田美明訳 沼　波　　　正 第７号 96頁

「ゴールドマン・サックス　王国の光と影」 チャールズ・エリス著　斎藤聖美訳 平　尾　光　司 第７号 99頁

「コーポレート・ファイナンスの実務
―「投資家との対話」と企業価値創造戦略―」 木村祐基／柳　良平著 広　田　真　人 第８号109頁

「バーゼルⅢの衝撃―日本金融生き残りの道―」 大山　剛著 久　保　太　郎 第８号112頁

「日銀の政策形成―「議事録」等にみる、政策判断の動機と整合性」 梅田雅信著 加　藤　　　出 第８号115頁

「幻想の東アジア通貨統合　日本の経済・通貨戦略を問う」 西村陽造著 大　森　隆　雄 第９号 85頁

「利益の質とコーポレート・ガバナンス―理論と実証」 中島真澄著 北　川　哲　雄 第９号 88頁

〔１〕「金融行政の現実と理論」 木下信行著
〔２〕「金融システム改革50年の軌跡」 西村吉正著 原　田　喜美枝 第10号 88頁

「環境と金融・投資の潮流」 植田和弘／國部克彦責任編集　水口　剛編著 首　藤　　　惠 第10号 91頁

「日本の電機産業はこうやって蘇る」 若林秀樹著 佐　藤　弘　康 第10号 94頁

「国家債務危機―ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか？」
 ジャック・アタリ著　林　昌宏訳 中　島　将　隆 第10号 97頁

「金融サービスのイノベーションと倫理　金融業の規律ある競争」
 早稲田大学大学院ファイナンス研究科編　首藤　恵編著 北　川　哲　雄 第11号 87頁
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「株式市場の流動性と投資家行動
―マーケット・マイクロストラクチャー理論と実証」
 早稲田大学大学院ファイナンス研究科編　太田　亘／宇野　淳／竹原　均著 大　庭　昭　彦 第11号 89頁

「エッセンシャルIFRS」 秋葉賢一著 中　塚　富士雄 第11号 91頁

「国家は破綻する　金融危機の800年」
 カーメン・ラインハート／ケネス・ロゴフ著　村井章子訳 小　出　晃　三 第11号 93頁

「日本のソブリンリスク―国債デフォルトリスクと投資戦略」
 土屋剛俊／森田長太郎著 川　北　英　隆 第12号102頁

「ポスト・マネタリズムの金融政策」 翁　邦雄著 沼　波　　　正 第12号104頁

「巨大銀行はなぜ破綻したのか―プロセスとその対策―」
 ダレル・ダフィー著　本多俊毅訳 山　田　洋　暉 第12号107頁

「「考えるリスク管理」の実践―不確実性下における経済資本の活用に向けて」
 ピーター・クラーセン／イドザード・ファン・イーゲン著

三浦良造／住友信託銀行リスク統括部訳 森　本　祐　司 第12号110頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊

新　刊　紹　介 第１号105頁

新　刊　紹　介 第２号 82頁

新　刊　紹　介 第３号 80頁

新　刊　紹　介 第４号 74頁

新　刊　紹　介 第５号 78頁

新　刊　紹　介 第６号 95頁

新　刊　紹　介 第７号102頁

新　刊　紹　介 第８号118頁

新　刊　紹　介 第９号 90頁

新　刊　紹　介 第10号100頁

新　刊　紹　介 第11号 96頁

新　刊　紹　介 第12号113頁

＊＊2010年度証券アナリストジャーナル賞＊＊

2010年度証券アナリストジャーナル賞 第６号 96頁

＊＊訂　　　　　正＊＊ 第７号111頁

第９号102頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊

会員の懲戒についての公示 第２号 84頁

新役員の選任等 第９号 93頁

お知らせ

平成23年主要行事予定 第１号106頁

2011年証券アナリスト（CMA）試験およびCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の日程が決まりま
した 第１号106頁

「デリバティブ初級講座」を新設します 第１号106頁

大阪と名古屋で「証券アナリストの数量分析入門教室：集中講座」を開催します 第１号107頁

CIIA試験スクーリングDVDを販売します 第１号107頁

「証券アナリスト基礎講座」テキストが2011年４月に全面改訂されます 第２号 83頁

「北海道地区交流会」、「関西地区交流会」の設立にご協力ください 第２号 83頁

プライベート・バンキング基礎知識体系（PB CKB）案を作成し、コメントを募集しました 第３号 82頁
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４月から2011年度第１次レベル通信講座の申し込みを受け付けます 第４号 77頁

2011年度証券アナリスト第１次レベル通信講座の受講受け付けを４月１日（金）より開始しました 第５号 79頁

第39回定時総会を開催しました 第７号103頁

「震災・復興に対する市場からの提言―証券アナリストの立場から―」を公表しました 第７号103頁

法人会員・法人賛助会員の役職員および個人賛助会員の方がご利用できる専用ページを開設しました 第７号104頁

５回目の「ポートフォリオ理論初級講座」と２回目の「デリバティブ初級講座」を開催します 第７号104頁

名証IRエキスポ2011が開催されます 第７号105頁

臨時総会の開催について―ご欠席の代議員は議決権行使書をお送りください 第８号120頁

第471回理事会を開催しました 第８号120頁

個人賛助会員が誕生しました 第８号121頁

平成23年度臨時総会を開催しました 第９号 95頁

第472回理事会を開催しました 第９号 95頁

会員の会費等滞納に基づく資格喪失についての公示 第９号 95頁

臨時総会に提出された意見 第10号101頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第11号 98頁

第473回理事会を開催しました 第12号114頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第12号114頁

委員会・研究会活動状況

ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました 第３号 83頁

産業研究会（第46回委員会）を開催しました 第５号 79頁

証券アナリストジャーナル編集委員会全体会議を開催しました 第11号 98頁

平成23年度のディスクロージャー優良企業等を決定しました（ディスクロージャー研究会） 第11号 99頁

産業研究会（第47回委員会）を開催しました 第12号114頁

トピックス

2010年９月CIIA試験の結果が発表されました 第１号108頁

論点整理「金融商品会計基準（金融資産の分類及び測定）の見直しに関する検討状況の整理」に対す
る意見書を提出しました 第１号108頁

公開草案「リース」に対する意見書を提出しました 第１号108頁

「北陸地区交流会」が設立されました 第１号108頁

「地区交流会」活動状況について 第１号109頁

名古屋で講演会、懇親パーティーを開催しました 第１号109頁

会社施設見学会を開催しました 第２号 84頁

第４回プライベート・バンキングセミナーを開催しました 第２号 84頁

「デリバティブ初級講座」が開催されました 第３号 84頁

「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」等に対する意見書を提出しました 第３号 84頁

意見募集「発効日と経過措置」に対する意見書を提出しました 第３号 84頁

関西地区講演会・懇親パーティーを開催 第３号 84頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）2011年３月試験を実施しました 第４号 77頁

「証券アナリスト基礎講座」は７年振りに４月から内容を一新します 第４号 78頁

第２回SAAJ国際セミナー「パラダイム変化の下での新たな資産運用戦略の探究」を開催しました 第４号 78頁

公開協議資料「評議員会の戦略レビューの現状」について意見書を提出しました 第４号 79頁

「リース会計に関する論点の整理」について意見書を提出しました 第４号 79頁

公開草案「ヘッジ会計」についての意見書を提出しました 第４号 79頁

「地区交流会」活動状況について 第４号 79頁
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金沢で講演会、懇親パーティーを開催しました 第４号 80頁

海外からのお見舞いメールをいただきました 第４号 80頁

「顧客との契約から生じる収益に関する論点の整理」について意見書を提出しました 第５号 80頁

IASB補足文書「金融商品：減損」についての意見書を提出しました 第５号 80頁

「IFRS財団 ガバナンス改革 市中協議文書」への意見書を提出しました 第５号 80頁

ACIIAニュースレター４月号に東日本大震災に対するお見舞いの言葉が掲載されています 第５号 80頁

2011年証券アナリスト第１次春試験を実施しました 第６号103頁

「金融商品会計基準（金融負債の分類及び測定）の見直しに関する検討状況の整理」について意見書
を提出しました 第６号103頁

「地区交流会」の活動状況について 第６号104頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第６号104頁

2011年証券アナリスト第１次春試験結果を公表しました 第７号105頁

2011年証券アナリスト第２次試験を実施しました 第７号105頁

2011年３月CIIA®（国際資格）試験結果を公表しました 第７号105頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第７号106頁

ACIIA年次総会がクロアチアのドブロヴニクで開催されました 第８号121頁

ILPIP年次総会がクロアチアのドブロヴニクで開催されました 第８号121頁

GIPSガイダンス・ステートメントの日本語訳がGIPS ECより認証されました 第８号121頁

「地区交流会」の活動状況について 第８号121頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第８号122頁

第11回夏期SAAJセミナーを開催しました 第８号122頁

2011年証券アナリスト第２次試験の結果を公表しました 第９号 96頁

IFRS財団の「戦略レビュー」について意見書を提出しました 第９号 96頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第９号 96頁

第５回プライベート・バンキングセミナーを開催しました 第10号101頁

「北海道地区交流会」が設立されました 第10号102頁

「地区交流会」の活動状況について 第10号102頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第10号103頁

2011年９月CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験を実施しました 第11号100頁

2011年証券アナリスト第１次秋試験を実施しました 第11号100頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第11号100頁

第12回SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナーを開催しました 第11号101頁

2011年証券アナリスト第１次秋試験の結果を発表しました 第12号115頁

総会員数が２万５千名を超えました 第12号115頁

ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）の年次総会、理事会が開催されました 第12号116頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がベトナムのハノイで開催されました 第12号116頁

SSC（ベトナム証券監督委員会）とACIIA・SAAJの共催によるセミナーがハノイで開催されました 第12号117頁

GIPSガイダンス・ステートメントの日本語訳がGIPS ECより認証されました 第12号117頁

「地区交流会」活動状況について 第12号117頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号118頁

理事会・臨時総会

第464回理事会を開催しました 第１号110頁

第465回理事会を開催しました 第２号 85頁

第466回理事会を開催しました 第３号 85頁

第467回理事会を開催しました 第４号 81頁
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第468回理事会を開催しました 第４号 81頁

第70回運営委員会を開催しました 第４号 81頁

第469回理事会を開催しました 第５号 81頁

第470回理事会を開催しました 第７号106頁

役員・顧問・委員・会員の異動

委員の異動 第１号110頁

会員の異動 第１号110頁

委員の異動 第２号 85頁

会員の異動 第２号 85頁

委員の異動 第３号 85頁

会員の異動 第３号 86頁

委員の異動 第４号 81頁

会員の異動 第４号 83頁

顧問の異動 第５号 81頁

委員の異動 第５号 82頁

会員の異動 第５号 82頁

会員の異動 第６号105頁

委員の異動 第７号107頁

会員の異動 第７号108頁

顧問の異動 第８号123頁

委員の異動 第８号123頁

会員の異動 第８号123頁

委員の異動 第９号 97頁

会員の異動 第９号 99頁

委員の異動 第10号103頁

会員の異動 第10号104頁

委員の異動 第11号101頁

会員の異動 第11号101頁

委員の異動 第12号118頁

会員の異動 第12号119頁

訃報 第１号111頁

第５号 83頁

第７号109頁

第８号125頁

第12号120頁


