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新年にあたって 稲 野 和 利 第１号 ２頁

会長就任にあたって 大 場 昭 義 第９号 ２頁

会長退任にあたって 稲 野 和 利 第９号 ４頁

＊＊特　　　　　集＊＊

個人金融資産の現状と今後

解題 河　田　　　剛 第１号 ４頁

人口動態から描く今後の個人金融資産 宮　本　佐知子 第１号 ８頁

不動産ファイナンスの最近の潮流とパーソナルファイナンスへの応用 石　島　　　博 第１号 18頁

若年層の資産形成
―資産100万円未満でも投資をしている投資家から学ぶ現役世代への資産形成支援策― 野　尻　哲　史 第１号 28頁

ライフプラン・パネルを活用した新たなフレームワークの構築
―パーソナルファイナンスの統合的な政策提言データの必要性について― 三　好　秀　和 第１号 38頁

＜第27回創立50周年記念日本証券アナリスト大会より＞

（対談講演）
証券アナリストのこれまでの歩みと今後の展望 蔵　元　康　雄、大　場　昭　義 第１号 46頁

（パネルディスカッション）
日本企業の新たな成長に向けて―IR、アナリストの役割―
 泉　谷　直　木、加　藤　修　一、木　村　惠　司
 伊　藤　敏　憲、大　原　　　透、松　島　憲　之 第１号 55頁

この半世紀の利回り革命と逆利回り革命

解題 高　田　　　創 第２号 ２頁

逆利回り革命
―過去の経緯と現状把握― 武　内　浩　二 第２号 ６頁

株式価格形成の理論と逆利回り革命 二　上　季代司 第２号 16頁

逆利回り革命と日本株運用への視座 芳賀沼　千　里 第２号 25頁

逆利回り革命をもたらした金融抑圧～債券市場からの観点
―低リターンの背景にある過剰債務問題と金融制度の変化― 柴　崎　　　健、山　内　直　子 第２号 35頁

低利回り環境における企業年金運用

解題 徳　島　勝　幸 第３号 ２頁

退職給付会計基準の改革と企業年金運用 加賀谷　哲　之 第３号 ６頁

年金資産運用のベンチマーク再考
─市場インデックスを用いることの問題と解決策─ 宮　井　　　博 第３号 16頁

ESG投資を通じた伝統的な年金運用からの脱却
─企業年金基金での検討と実践─ 八　木　博　一 第３号 26頁

資産運用会社のコーポレートガバナンスについて
─投資家サイドの期待─ 鹿　毛　雄　二 第３号 37頁

クロスボーダーＭ＆Ａ

解題 川　北　英　隆 第４号 ２頁

データから見るIN-OUTの動向
―M&Aを通じた企業のグローバル化対応― 澤　田　英　之 第４号 ６頁

（インタビュー）
クロスボーダー M&Aの実際 新　貝　康　司、鈴　木　一　功 第４号 14頁

クロスボーダー M&Aと株価
─研究結果とその示唆─ 井　上　光太郎 第４号 28頁

クロスボーダー取引における使用資本コスト推定方法について
―サーベイ論文― 鈴　木　一　功 第４号 38頁

利益調整研究の新展開

解題 太 田 浩 司 第５号 ２頁

利益調整研究の体系と新動向 首 藤 昭 信 第５号 ６頁
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経営者交代と利益マネジメント
―新任経営者のビッグ・バスに関する実証分析― 山 口 朋 泰 第５号 20頁

経営者予想利益の達成と実体的裁量行動
─利益予想値の悲観性と持続期間の視点から─ 田　澤　宗　裕 第５号 34頁

分類操作による利益調整行動 永　田　京　子、白　土　和　志 第５号 44頁

企業の現金保有政策

解題 佐々木　隆　文 第６号 ２頁

日本企業の現預金保有の推移とその要因 品　田　直　樹、安　藤　浩　一 第６号 ６頁

保有現金の価値評価：リーマンショック前後と日米欧比較 中　井　誠　司、神　山　直　樹 第６号 17頁

企業の現金保有とペイアウト政策の関係
─リーマンショック前後でのわが国企業における変化─ 佐々木　寿　記 第６号 26頁

コーポレートガバナンスと企業の現金保有 中　嶋　　　幹 第６号 36頁

グローバル低成長下の年金資産運用について―第４回SAAJ国際セミナーより―

解題 大　崎　貞　和 第７号 ２頁

（講演録）
転換期を迎えた企業年金 山　口　　　修 第７号 ５頁

ヘッジファンドのリスク管理
─ポートフォリオ・マネジメントの観点から─ ランス・バビット 第７号 15頁

企業年金制度におけるガバナンスのあり方
―主に確定給付企業年金について― 田　川　勝　久 第７号 28頁

（パネルディスカッション）
年金資産運用の現代的課題
―アセットアロケーションからデューディリジェンスまで―
 鈴　木　英　典／今　井　貴　志／ランス・バビット／臼　杵　政　治 第７号 38頁

非財務情報開示の現状と課題

解題 首　藤　　　惠 第８号 ２頁

非財務情報開示の意義と現状 中　條　祐　介 第８号 ６頁

非財務情報開示に関する最近の欧米の動き 住　田　孝　之 第８号 16頁

非財務情報とアナリストによる業績予想行為
―医薬品企業の事例を中心に 北　川　哲　雄 第８号 25頁

非財務情報（ESGファクター）が企業価値評価に及ぼす影響 井　口　譲　二 第８号 36頁

インフレーションと資産運用

解題 大　橋　和　彦 第９号 ６頁

金融政策とインフレーション
―「期待に働きかける政策」はデフレ脱却をもたらすか― 祝 迫 得 夫 第９号 ９頁

インフレーションと資産運用 俊 野 雅 司 第９号 20頁

物価連動国債について 齋 藤 通 雄 第９号 32頁

インフレヘッジとしてのREITのパズル
―日米のREITリターンとインフレの実証分析― 小　原　千　尚、光 定 洋 介 第９号 41頁

ファイナンシャル・ゲートキーパー

解題 大 崎 貞 和 第10号 ２頁

ファイナンシャル・ゲートキーパーとしての監査 引 頭 麻 実 第10号 ５頁

格付会社の今後のあり方
―企業会計不正事件と金融危機を受けた格付会社の規制環境の変化― 小　立　　　敬 第10号 19頁

アナリストとゲートキーパー機能
―ベーシック・レポートの作成は時代遅れか 北 川 哲 雄 第10号 29頁

株式持ち合い「後」の経営者・株主関係における機関投資家の役割 江 口 高 顯 第10号 41頁

スマートベータ

解題 坂　巻　敏　史 第11号 ３頁

インデックスを用いた株式市場と株式投資信託の分析 本　多　俊　毅、元　利　大　輔 第11号 ７頁
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リスクに基づくポートフォリオとアクティブ運用 大　森　孝　造、矢　野　　　学 第11号 17頁

“スマートベータ”のパフォーマンス特性
―実務家による実務家のための実用ガイド― 徳　野　明　洋 第11号 27頁

スマートベータ指数がもたらすパラダイムシフト 内　　　誠一郎 第11号 37頁

財務情報による将来業績の予測

解題 桜　井　久　勝 第12号 ２頁

利益率と成長率
―利益率と利益の長期時系列動向の日米比較― 新　井　亮　一、名児耶　富美子 第12号 ６頁

株式の新規発行とその後の株価・財務パフォーマンスの関係性 内　田　正　樹 第12号 17頁

特別損失の計上頻度による将来業績の予測可能性 北　川　教　央 第12号 27頁

将来予測シグナルとしての受注残高情報 小　野　慎一郎、村　宮　克　彦 第12号 37頁

＜第28回日本証券アナリスト大会＞

「21世紀のフロントランナー日本！－企業内部から芽生える変革－」

開会の辞 大　場　昭　義 第11号 47頁

証券アナリストジャーナル賞表彰 浅　野　幸　弘 第11号 51頁

ディスクロージャー優良企業表彰 許　斐　　　潤 第11号 53頁

（記念講演）
日産自動車の戦略について 志　賀　俊　之 第12号 50頁

日本再創造
―「プラチナ社会」の実現に向けて― 小宮山　　　宏 第12号 60頁

（所感）
第28回日本証券アナリスト大会を終えて 松　尾　知　良 第12号 73頁

＊＊特　別　寄　稿＊＊

会計基準国際化の転換点 斎 藤 静 樹 第９号 53頁

＊＊展　　　　　望＊＊

インサイダー取引規制のあり方 大　崎　貞　和 第１号 68頁

マルキールの猿と逆数戦略インデックス
―ノンプライス指数のアルファ効果― 坂　口　雄　作 第２号 47頁

証券化市場の誤解を解く
─日米市場の比較を通じて─ 原　田　喜美枝 第３号 46頁

海外展開とマネジメントシステム 岡　野　武　志 第４号 46頁

ファイナンスの計量経済学で気になること 斯 波 恒 正 第５号 54頁

マネジメント・バイアウト再考 鈴 木 一 功 第６号 47頁

現代の株式会社とROE 神　山　直　樹 第７号 52頁

インフレーションデリバティブの現状と将来 小　林　伸　行 第８号 45頁

人口と経済成長
─アフリカへの期待と制約 川 北 英 隆 第９号 55頁

揺れ動いているか、企業会計制度 秋 葉 賢 一 第10号 52頁

株主自益権の劣後性へのコミットメントと株式価値評価の関係 草　場　洋　方 第11号 55頁

人間の限界と、社外取締役や株主の企業の持続的成長に対する役割 光　定　洋　介 第12号 75頁

＊＊経済・産業分析シリーズ＊＊

新金融産業としてのプライベートバンキング
―求められる経営戦略・アジアのスイスを目指して― 米　田　　　隆 第１号 73頁

先進国中央銀行の非伝統的金融政策
―その手段、効果、問題点― 田　中　隆　之 第２号 55頁
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日本のTPP戦略
―課題と展望― 山　下　一　仁 第３号 51頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊

成長産業としての電力ビジネス
―脱原発の先に― 高　橋　　　洋 第４号 52頁

アナリストレポートの書き方
―評価の高いレポートとは― 伊　藤　敏　憲 第５号 61頁

不動産市場の動向と今後の見通し
―転換期を迎えた日本の不動産市場の今後― 坂　本　雅　昭 第６号 52頁

アベノミクスと日本経済
―金融政策と景気循環の視点から― 嶋　中　雄　二 第７号 58頁

アベノミクスだけじゃない株高の深層
―世界を見れば相場が読める 成　瀬　順　也 第８号 52頁

J－REIT市場の現状と展望 荒 木 智 浩 第９号 60頁

安倍政権の成長戦略を考える
―日本産業の競争力強化に向けて― 若 林 資 典 第10号 57頁

会計基準の変更と企業分析における留意点
―国際会計基準（IFRS）適用を視野に入れて― 野　村　嘉　浩 第11号 61頁

流動性が株式市場に与える影響について
―“日銀異次元緩和”前後の流動性変化とその影響― 大　庭　昭　彦 第12号 82頁

＊＊視　　　　　点＊＊

日本取引所グループの発足にあたって 斉　藤　　　惇 第１号 83頁

投資運用業（アセットマネジメント）と株式市場の活性化 岩　間　陽一郎 第２号 69頁

社債市場における情報提供に関する最低基準はなぜ必要か Jesús López Zaballos 第３号 62頁

忘れられた労働組合
─デフレ脱却に再活性化が必要─ 北　野　　　一 第４号 63頁

バーゼルⅢの功罪 根 本 直 子 第５号 72頁

AIJ事件と厚生年金基金 蟹 江 宣 雄 第６号 63頁

体験的移行経済論
─「キルギス」と「カザフスタン」はどこが違うのか─ 田　中　哲　二 第７号 69頁

「異次元金融緩和」とアベノミクスの行方 早　川　英　男 第８号 64頁

年度後半のドル／円相場に関する視点 佐々木　　　融 第９号 72頁

議決権行使は投信運用会社の重要な受託者責任のひとつ！ 朝 倉 智 也 第10号 70頁

監査役と証券アナリストのキャリアパスの多様化を考える 山　本　高　稔 第11号 73頁

資産負債観って何だろう 北　村　敬　子 第12号 92頁

＊＊統計分析再入門＊＊

（第１回）線形パネル分析の基礎 松　浦　克　己 第７号 74頁

（第２回）線形パネル分析の基礎 松　浦　克　己 第８号 68頁

（第３回）線形パネル分析の基礎 松　浦　克　己 第９号 76頁

（第４回）パネルの単位根、共和分の検定と共和分ベクトルの推定 松　浦　克　己 第10号 73頁

（第５回）パネル・データ分析におけるクラスター頑健手法の使用について 太　田　浩　司 第11号 77頁

＊＊論　　　　　文＊＊

増資インサイダー問題と資金調達コスト 加　藤　政　仁、鈴　木　健　嗣 第１号 88頁

アセットアロケーション戦略のパフォーマンス比較 安　西　賢　一 第４号 67頁

VWAP執行戦略のための日中出来高予測モデルに関する研究 小　里　拓　矢、枇々木　規　雄 第４号 77頁
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ゴーイング・コンサーン情報が資本市場に与える影響 稲　葉　喜　子 第７号 84頁

社会的責任投資（SRI）ファンド採用銘柄のパフォーマンス
―SRIスクリーニングの有効性― 小　方　信　幸 第８号 78頁

経営者予想公表後のアナリストのハーディングとアナリスト予想の有用性
―企業規模の観点から― 奈　良　沙　織、野　間　幹　晴 第８号 88頁

ベンチャー・キャピタル（VC）のシンジケーション組成理由についての実証分析 幸　田　圭一朗 第９号 87頁

自社株買いと社債市場の関係について 上　瀧　弘　晃、山　下　泰　央、高　橋　大　志 第10号 83頁

共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析 谷　　　栄一郎 第11号 88頁

株価変動の季節性と投資家心理
―新聞記事に見る将来見通しとデカンショ節効果―

岡　田　克　彦、山　崎　高　弘、榊　原　茂　樹、山　崎　尚　志 第12号 96頁

日本の株式市場におけるショート・ターミズム（短期主義）の実証分析

林　　　寿　和、小　崎　亜依子 第12号106頁

＊＊調査レポート＊＊

業績予想開示の柔軟化とアナリスト予想 奈　良　沙　織、野　間　幹　晴 第２号 72頁

＊＊研究ノート＊＊

ANWSERモデルで計測した銀行の連鎖倒産リスク

前　野　義　晴、西　口　健　二、森　永　　　聡、松　島　宏　和 第６号 68頁

ファクター・モデルを用いた市場構造の分析：国内株式市場の実証分析

西　村　方斗英、安 道 知 寛 第９号 96頁

株主優待制度のパズルに関する考察 宮 川 壽 夫 第10号 96頁

「評価時価差異」がインデックスファンドのパフォーマンスに及ぼす影響
―ファンド運用現場からの問題意識― 大久保　貴　史 第11号 98頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊

「高度金融活用人材へのファイナンスの理論と金融新技術」 加藤国雄著 川　北　英　隆 第１号100頁

〔１〕「企業価値評価（第５版）上下―バリュエーションの理論と実践―」
 マッキンゼー・アンド・カンパニー／ティム・コラー／
 マーク・フーカート／デイビッド・ウエッセルズ著　本田桂子監訳
〔２〕「企業価値経営―コーポレート・ファイナンスの４つの原則―」
 マッキンゼー・アンド・カンパニー／ティム・コラー／
 リチャード・ドッブス／ビル・ヒューイット著　本田桂子／鈴木一功訳 河　田　　　剛 第１号102頁

「世界金融危機と欧米主要中央銀行
―リアルタイム・データと公表文書による分析―」
 地主敏樹／小巻泰之／奥山英司著 高　橋　智　彦 第２号 82頁

「債券分析の理論と実践［改訂版］」
 ブルース・タックマン著　四塚利樹／森田　洋訳 青　砥　政　孝 第２号 84頁

「プライベートバンキング　上巻・下巻」
 公益社団法人　日本証券アナリスト協会編 灰　谷　健　司 第３号 68頁

〔１〕「日本の年金制度―そこが知りたい39のポイント―」
 ニッセイ基礎研究所編
〔２〕「進化する年金運用―目的別ポートフォリオと新たなベータ戦略―」
 三菱UFJ信託銀行編 津　森　信　良 第３号 71頁

「株式投資　低成長時代のニューノーマル」 菊地正俊著 河　田　　　剛 第３号 73頁

「証券市場のグランドデザイン―日本の株式市場はどこに向かうのか」
 早稲田大学ファイナンス研究センター編
 宇野淳／大崎貞和編著 芹　田　敏　夫 第４号 90頁

「新保険論―保険に関する新たな基礎理論の構築」 宇野典明著 川 北 英 隆 第５号 76頁

「戦略経営マニュアル―取締役会を成功させる実践ツール集」
 マルティン・ヒルブ著 光 定 洋 介 第５号 78頁
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〔１〕「法学叢書 金融商品取引法」 小川宏幸著

〔２〕「ゼミナール 金融商品取引法」 宍戸善一／大崎貞和著 徳 島 勝 幸 第６号 80頁

「20XX年世界大恐慌の足音―世界国債バブルに続く本当の危機」 高田　創著 沼　波　　　正 第６号 83頁

「JAL再生―高収益企業への転換」 引頭麻実編著 光 定 洋 介 第６号 86頁

「金融政策のフロンティア―国際的潮流と非伝統的政策」 翁　邦雄著 沼　波　　　正 第７号 96頁

「プライベートバンキング戦略―ターゲットはグローバル富裕層ファミリー」
 野村総合研究所　宮本弘之／米村敏康著 根　本　誠一郎 第７号 99頁

「2052―今後40年のグローバル予測」
 ヨルゲン・ランダース著　野中香方子訳 高　田　　　創 第７号102頁

「紙の約束―マネー、債務、新世界秩序―」
 フィリップ・コガン著　松本剛史訳 平　山　賢　一 第８号 99頁

「グローバル投資パフォーマンス基準のすべて―GIPS基準への準拠と実務」
 ブルース・J・フィベール／カリン・D・ヴィンセント著
 桒原　洋監訳　GIPS実務家翻訳チーム訳 神　谷　精　志 第８号102頁

「デフレーション―“日本の慢性病”の全貌を解明する」 吉川　洋著 祝 迫 得 夫 第９号105頁

「企業価値評価改善のための財務・IR&SR戦略」 近藤一仁／柳　良平著 秋 葉 賢 一 第９号108頁

「配当政策とコーポレート・ガバナンス―株主所有権の限界」 宮川壽夫著 川 北 英 隆 第10号111頁

「利益率の持続性と平均回帰」 大日方隆著 中　塚　富士雄 第10号107頁

「金融機関のガバナンス」 天谷知子著 大 崎 貞 和 第10号109頁

「責任ある投資―資金の流れで未来を変える」 水口　剛著 三　和　裕美子 第10号112頁

「異次元緩和―黒田日銀の戦略を読み解く―」 井上哲也著 小　出　晃　三 第11号108頁

「連邦準備制度と金融危機」 ベン・バーナンキ著　小谷野俊夫訳 河　田　　　剛 第11号111頁

〔１〕「機関投資家のためのプライベート・エクイティ」 日本バイアウト研究所編

〔２〕「プライベート・エクイティの投資実務―Jカーブを越えて」

 Thomas Meyer ／ Pierre-Yves Mathonet著　小林和成／萩　康春訳 光　定　洋　介 第11号114頁

「金融論　市場と経済政策の有効性」 福田慎一著 原　田　喜美枝 第12号118頁

「ファイナンスの統計モデルと実証分析」 乾　孝治著 坂　巻　敏　史 第12号121頁

「数字でわかる会社法」 田中　亘編著 中　塚　富士雄 第12号124頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊

新　刊　紹　介 第１号105頁

新　刊　紹　介 第２号 87頁

新　刊　紹　介 第３号 75頁

新　刊　紹　介 第４号 92頁

新　刊　紹　介 第５号 81頁

新　刊　紹　介 第６号 89頁

新　刊　紹　介 第７号105頁

新　刊　紹　介 第８号105頁

新　刊　紹　介 第９号113頁

新　刊　紹　介 第10号115頁

新　刊　紹　介 第11号117頁

新　刊　紹　介 第12号126頁

＊＊2012年度証券アナリストジャーナル賞＊＊

2012年度証券アナリストジャーナル賞 第６号 91頁
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＊＊協 会 だ よ り＊＊

新役員の選任等 第９号118頁

お知らせ

平成25年主要行事予定 第１号107頁

「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」、「証券アナリストの数量分析入門教室」
の申し込みを受け付けています 第１号107頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験スクーリングDVDを販売しています 第１号107頁

当協会編「プライベートバンキング」を刊行しました 第１号108頁

プライベートバンキング資格試験の準備が進んでいます 第１号109頁

大阪で開催の「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付け中
です 第２号 89頁

英国FSAによるCMA（検定会員）、CIIA（国際公認投資アナリスト）に対するリテール・アドバイザ
ー資格試験の一部免除について 第２号 89頁

第72回運営委員会を開催しました 第４号 93頁

第477回理事会を開催しました 第４号 93頁

2013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 93頁

アナリスト向け会社説明会の開催費を改定します 第４号 94頁

「経済・産業分析シリーズ」を「経済・産業・実務シリーズ」に拡充します 第４号 94頁

2013年度第１次レベル通信講座の申し込みの受け付けを開始しました 第５号 86頁

プライベートバンカー資格試験の受験申込を５月１日から受け付けています 第６号100頁

第478回理事会を開催しました 第７号112頁

第41回定時総会を開催しました 第７号113頁

「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第７号113頁

名証IRエキスポ2013が開催されます 第７号113頁

臨時総会を開催します 第８号112頁

第479回理事会を開催しました 第８号112頁

「デリバティブ初級講座」、「数量分析入門教室：集中講座」の申し込みを受け付けています 第８号113頁

第１回中国地区交流会（設立会合）を開催します 第８号113頁

平成25年度臨時総会を開催しました 第９号120頁

第480回理事会を開催しました 第９号120頁

会員の資格喪失についての公示 第９号120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122頁

第１回PBスクール開催のお知らせ 第11号122頁

PBコーディネーター資格試験の申し込み受け付けを開始します 第11号123頁

PBコーディネーター向けテキストを刊行しました 第11号123頁

当協会編「証券アナリストのための企業分析（第４版）」を刊行しました 第11号123頁

第481回理事会を開催しました 第12号132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132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 77頁

平成25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123頁
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トピックス

2012年９月のCIIA®（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第１号112頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がブエノスアイレスで開催されました 第１号112頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第１号113頁

アナリスト大会動画を協会ホームページに掲載しました 第１号113頁

「地区交流会」の活動状況について 第２号 89頁

名古屋で講演会、懇親パーティーを開催しました 第２号 90頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第２号 90頁

全会員を対象に「会員アンケート」を実施しました 第３号 78頁

関西地区で講演会、懇親パーティーを開催しました 第３号 78頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第３号 78頁

プライベートバンキング（PB）補完セミナーの講演要旨を協会ホームページで有料販売します 第３号 79頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第３号 79頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）2013年３月試験を実施しました 第４号 94頁

第４回SAAJ国際セミナー「グローバル低成長下の年金資産運用」を開催しました 第４号 94頁

公開草案「企業結合に関する会計基準（案）」及び関連する改正案について意見書を提出しました 第４号 95頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第４号 95頁

広島で講演会、懇親パーティを開催しました 第４号 95頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第４号 96頁

公開草案「分類及び測定：IFRS第９号の限定的修正」について意見書を提出しました 第５号 86頁

台湾のSFIの訪問団が当協会を訪問 第５号 86頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第５号 87頁

2013年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました 第６号100頁

「会員アンケート調査の集計結果」を公表しました 第６号101頁

「地区交流会」活動状況について 第６号101頁

PB補完セミナーの講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第６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６号102頁

2013年証券アナリスト第２次レベル試験を実施しました 第７号113頁

2013年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第７号114頁

証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼 第７号114頁

特別講演会「台湾の資本市場の概況と最新の経済情勢」を開催しました 第７号114頁

「地区交流会」活動状況について 第７号114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115頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がリスボン郊外で開催されました 第８号113頁

第５回「公認会計士の日」特別賞を北村座長が受賞しました 第８号114頁

公開草案「金融商品：予想信用損失」について意見書を提出しました 第８号114頁

第13回夏期SAAJセミナーを開催（７月３日） 第８号114頁

証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼 第８号114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115頁

2013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 第９号120頁

２つのPB関連委員会を発足させました 第９号121頁

第１回中国地区交流会（設立会合）を開催します 第９号121頁

「地区交流会」活動状況について 第９号122頁

松山で講演会・懇親パーティーを開催しました 第９号122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123頁

新設のプライマリー PB、シニアPBの第１回試験結果を公表しました 第10号122頁
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実務対応報告公開草案第39号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上
の取扱い（案）」について意見書を提出しました 第10号122頁

改訂公開草案「リース」について意見書を提出しました 第10号123頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）事務局がフランクフルトに移転しました 第10号123頁

中国地区交流会が設立されました 第10号123頁

PB補完セミナーの講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第10号124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124頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第10号125頁

2013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124頁

2013年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました 第11号124頁

プライマリー PB、シニアPBの第２回試験結果（８月実施分）を公表しました 第11号125頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第11号125頁

「地区交流会」活動状況について 第11号125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126頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第11号126頁

2013年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました 第12号132頁

プライマリー PB、シニアPB試験（９月実施分）の結果を公表しました 第12号133頁

ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）大会、年次総会、理事会、“ACIIA/CIIA Asia Forum”の開催 第12号133頁

証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼 第12号133頁

札幌で講演会・懇親パーティーを開催（11月８日） 第12号134頁

「地区交流会」活動状況について 第12号134頁

PB補完セミナーの講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号134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135頁

役員・顧問・委員・会員の異動

委員の異動 第１号115頁

会員の異動 第１号115頁

委員の異動 第２号 90頁

会員の異動 第２号 91頁

委員の異動 第３号 80頁

会員の異動 第３号 81頁

委員の異動 第４号 96頁

会員の異動 第４号 97頁

顧問の異動 第５号 87頁

委員の異動 第５号 87頁

会員の異動 第５号 89頁

委員の異動 第６号103頁

会員の異動 第６号103頁

顧問の異動 第７号115頁

委員の異動 第７号115頁

会員の異動 第７号117頁

委員の異動 第８号116頁

会員の異動 第８号116頁

顧問の異動 第９号123頁

委員の異動 第９号124頁

会員の異動 第９号126頁
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委員の異動 第10号125頁

会員の異動 第10号125頁

委員の異動 第11号126頁

会員の異動 第11号127頁

会員の異動 第12号135頁

訃報 第４号 98頁


