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―実体経済を支える複線的金融の枠組みとして― 赤　井　厚　雄 第１号 24頁

グリーンシートの盛衰とその功罪 大　崎　貞　和 第１号 37頁

＜第28回日本証券アナリスト大会より＞

（パネルディスカッション）
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―
 冨　田　哲　郎、畑　中　好　彦、松　本　　　晃、神　山　直　樹 第１号 46頁
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解題 中　塚　富士雄 第２号 ２頁

グローバルな市場間競争と日本取引所グループ 大　崎　貞　和 第２号 ６頁

株式市場統合の現状と課題 宇　野　　　淳 第２号 16頁

デリバティブ市場統合の現状と課題 二　上　季代司 第２号 24頁
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接合分布関数（コピュラ）
―その類型と理論の展望― 塚　原　英　敦 第３号 23頁

コピュラの金融実務での活用の展望 吉　羽　要　直 第３号 33頁
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解題 川　北　英　隆 第４号 ２頁

日本銀行の「異次元の金融緩和」がもたらすもの 高　田　　　創 第４号 ６頁

異次元の金融政策が金融市場に与えた影響
―機関投資家の債券市場における行動を中心に― 徳　島　勝　幸 第４号 17頁

アメリカにおける量的金融緩和の効果
―実証分析のサーベイ― 渡　部　敏　明 第４号 28頁

量的金融緩和政策の「出口」に向けて 福　田　慎　一 第４号 35頁
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個人金融資産動向とNISA 宮　本　佐知子 第５号 30頁
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インフラ投資の概要と投資にあたっての留意点 樺　山　和　也 第６号 ６頁
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インフラ投資におけるポートフォリオの構築
―インフラ資産の特性に応じたポートフォリオ構築手法とは― 河　邑　純一郎 第６号 16頁

インフラ投資のリスクと運用資産全体を対象とするリスク管理 清　水　秀　哲 第６号 26頁

上場インフラ市場整備に向けた東証の取組み
―上場制度上の論点を中心に― 小　沼　泰　之、宮　下　昌　彦 第６号 36頁

激変する投資環境と今後の資産運用戦略―第５回SAAJ国際セミナーより―

解題 大　崎　貞　和 第７号 ２頁

（講演録）
アベノミクス、日本経済と金融・投資環境の今後 白　川　浩　道 第７号 ５頁

金融・財政政策からみる米国の金利環境 ジョン L. ベロウズ 第７号 14頁

マルチ・アセット運用
―収益志向の投資家のニーズに対応する先端のアセット・アロケーション手法―
 エイメリック・フォレスト 第７号 23頁

（パネルディスカッション）
激変する投資環境下での機関投資家の動向と今後の投資の方向性
 石　田　英　和／浅　岡　泰　史／エイメリック・フォレスト／小　林　弘　明 第７号 33頁

スチュワードシップ・コード

解題 首　藤　　　惠 第８号 ２頁

日本版スチュワードシップ・コードの重要性
―目的を持った対話の必要性― 堀　江　貞　之 第８号 ６頁

英国スチュワードシップ・コードと日本への示唆 上　田　亮　子 第８号 17頁

運用会社からみたスチュワードシップ・コード
―成長戦略に資するために― 曽　田　大　地、光　定　洋　介 第８号 29頁

日本版スチュワードシップ・コードが企業に与える影響 太　田　珠　美 第８号 41頁

IFRSへの対応

解題 秋　葉　賢　一 第９号 ２頁

IFRSに対するわが国の対応
―2014年は任意適用浸透がますます加速する年に― 野　村　嘉　浩 第９号 ６頁

IFRS任意適用拡大に向けた経団連の取組み 小　畑　良　晴 第９号 12頁

IFRSに対する各国の対応
―EU、カナダおよび韓国の事例― 杉　本　徳　栄 第９号 19頁

IFRSが資本市場に与えた影響 井　上　謙　仁、石　川　博　行 第９号 28頁

ベンチマーク・インデックスの多様化と資産運用

解題 本　多　俊　毅 第10号 ２頁

JPX日経インデックス400のパフォーマンス特性について
西　内　　　翔、春　日　俊　介、小見山　奈　々 第10号 ６頁

機関投資家とベンチマーク
―株式指数の多様化が促す運用商品ベンチマークの使い分け― 小原沢　則　之 第10号 16頁

スマートベータのリターンに関する実証分析 石　部　真　人 第10号 28頁

運用評価期間と債券ベンチマーク 大　森　孝　造、菊　池　俊　博 第10号 39頁

種類株式と議決権

解題 中　塚　富士雄 第11号 ３頁

種類株式の多様化と議決権 大　崎　貞　和 第11号 ７頁

議決権種類株式に関する規制の背景にあるものとは何か？
―国際比較からの示唆 加　藤　貴　仁 第11号 15頁

議決権種類株式に関する上場基準の概要 林　　　謙太郎 第11号 25頁

エンプティ・ボーティング 武　井　一　浩、森　田　多恵子 第11号 35頁

企業情報開示の進展と課題―ショートターミズム論議を超えて―

解題 北　川　哲　雄 第12号 ２頁
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（論文）
機関投資家からみた情報開示の現状と問題点
―製造コスト逓減が得意な日本企業がまだ本格的に取り組んでいない資本コスト低減―
 三　瓶　裕　喜 第12号 ６頁

企業価値向上を目指す中期経営計画の構造と今後のあり方 杉　浦　秀　徳、浦　野　大　介 第12号 18頁

適時開示の推進に係る東証の取組みの変遷 安　井　良　太 第12号 30頁

（座談会）
IR活動の究極にあるもの
―長期企業価値の向上と投資家・アナリストとの対話―

 安　藤　　　聡、大　野　弘　道、辻　本　臣　哉、北　川　哲　雄 第12号 41頁

＜第29回日本証券アナリスト大会＞

「日本企業のプレゼンス復活―投資家の裾野拡大を目指して―」

開会の辞 大　場　昭　義 第11号 45頁

証券アナリストジャーナル賞表彰 浅　野　幸　弘 第11号 49頁

ディスクロージャー優良企業表彰 許　斐　　　潤 第11号 51頁

（記念講演）
セブン&アイ・ホールディングス成長の歴史と変化への対応
―経営革新のDNA― 村　田　紀　敏 第12号 57頁

２年目のアベノミクスと日本経済 池　尾　和　人 第12号 68頁

（所感）
第29回日本証券アナリスト大会を終えて 石曽根　　　毅 第12号 78頁

＊＊展　　　　　望＊＊

情報開示とアナリスト
―ベスト・プラクティスを普遍的なものにする意義― 北　川　哲　雄 第１号 60頁

アクティブリターンと季節性アノマリー 坂　巻　敏　史 第２号 46頁

アベノミクス雑感
―何故、日本人は、日本株を買わないのか？― 山　田　洋　暉 第３号 52頁

アジアの債券市場の発展 河　西　洋　文 第４号 45頁

不確実性と変化の時代
―混迷の中にクールな目を― 青　砥　政　孝 第５号 50頁

日米欧中央銀行の利上げ「６回目のジンクス」に踏み出す世界 高　田　　　創 第６号 49頁

インプライド資本コストとインプライド成長率の同時推定 石　川　博　行 第７号 48頁

基本ポートフォリオのダウンサイドリスク・推定リスク 竹　原　　　均 第８号 52頁

人的資本と内部ガバナンス 佐々木　隆　文 第９号 41頁

個人の資産運用と退職後所得の確保
―ライフサイクル・モデルと資産取り崩し戦略― 藤　林　　　宏 第10号 50頁

Institutions do matter!
―金融機関の行動が資産価格に及ぼす影響― 大　橋　和　彦 第11号 53頁

ショートターミズムへのもう一つの挑戦
―投信販売チャネル分析のすすめ 明　田　雅　昭 第12号 80頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊

最近のわが国自動車産業の動向と展望  中　西　孝　樹 第１号 65頁

習近平政権下の中国経済  柯　　　　　隆 第２号 51頁

アナリストの分析における非財務情報の活用 松　島　憲　之 第３号 56頁

不動産市場の動向と今後の見通し
―アベノミクス影響下での不動産市場の見方― 坂　本　雅　昭 第４号 50頁

アクティビスト・ヘッジファンドと企業統治革命
―「所有と経営の分離」の終わりの始まり？― 田　村　俊　夫 第５号 56頁

2014年の世界経済の展望 外　山　晴　之 第６号 55頁
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2014年度から適用される新会計基準 吉　井　一　洋 第７号 54頁

グローバル時代のCSR法務戦略
―CSR実務のパラダイムシフトと企業価値へのインパクト― 高　橋　大　祐 第８号 58頁

世代を超えて成長するファミリービジネス
―強い同族企業、その光と影― 武　井　一　喜 第９号 47頁

企業価値分析におけるESG要因
―運用機関のESG情報の活用例― 杉　浦　康　之、宮　井　　　博 第10号 56頁

日本経済、物価の現状と今後の展望 前　田　栄　治 第11号 58頁

中国経済の現状と課題 関　　　志　雄 第12号 86頁

＊＊視　　　　　点＊＊

価値観による思考のイノベーション 鎌　田　恭　幸 第１号 75頁

日本企業の価値創造に求められるもの 鈴　木　行　生 第２号 60頁

公的年金の資金運用についての僻見 増　永　　　嶺 第３号 67頁

耳で買うのではなく目で買う（スティーブ・ジョブズの感性） 幡　部　高　昭 第４号 63頁

中南米経済の真実 寺　澤　辰　麿 第５号 69頁

解説予測と行動予測の情報学 田　中　泰　輔 第６号 69頁

「海図なき領域」に向かう中央銀行たち 加　藤　　　出 第７号 68頁

日本の人口減と賃金
―1997年からの賃金下落。97年に何があったのか。 佐　治　信　行 第８号 69頁

きっかけはコミュニケーション 森　　　正　文 第９号 59頁

漂流する欧州の共同体理念 倉　都　康　行 第10号 69頁

円安以外の株高要因を探す時 菊　地　正　俊 第11号 68頁

お酒と生薬 塩　澤　太　朗 第12号 99頁

＊＊論　　　　　文＊＊

アノマリーの新解釈 山　田　　　徹 第１号 79頁

多国間株式市場における条件付き相関について 酒　本　隆　太 第２号 64頁

企業の成熟度と配当政策に関する実証分析
―株式のシステマティックリスク、利益剰余金比率が配当額に与える影響―
 佐々木　寿　記、花　枝　英　樹 第３号 71頁

ニュース指標による株式市場の予測可能性 沖　本　竜　義、平　澤　英　司 第４号 67頁

投資信託のハーディング行動、アナリストリビジョンと株式リターン
野　崎　真　利、河　村　知　明 第５号 73頁

東京証券取引所におけるHigh-Frequency Tradingの分析 保　坂　　　豪 第６号 73頁

注意力の限界とPost-Earnings-Announcement-Drift 岡　田　克　彦、佐　伯　政　男 第11号 72頁

＊＊研究ノート＊＊

リスクファクターに基づくポートフォリオ構築に関する一考察 菊　池　俊　博 第２号 72頁

独立社外取締役やその属性別選任と株主価値 武　田　克　巳、西　谷　公　孝 第５号 84頁

検索頻度データによる株式市場リターンの予測可能性
―ビッグデータによる経済分析のサーベイとその実証応用例― 石　田　　　隆 第６号 83頁

完全無借金状態が継続する要因 高　見　茂　雄 第８号 73頁

IR活動が多角化企業の企業価値に与える影響 住　友　秀　旭 第11号 83頁

経営者予想情報と実績情報に対する市場の反応 棚　橋　則　子 第12号103頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊

「証券アナリストのための企業分析［第４版］」 北川哲雄／加藤直樹／貝増　眞著 伊　藤　敏　憲 第１号 89頁
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「連続講義・デフレと経済政策―アベノミクスの経済分析」 池尾和人著 沼　波　　　正 第１号 91頁

「日経平均と「失われた20年」」 宮川公男著 川　北　英　隆 第１号 94頁

「金融と保険の融合―究極のリスクマネジメント」 可児　滋著 河　西　洋　文 第１号 96頁

「日本株式市場のリスクプレミアムと資本コスト」 菅原周一著 山　口　勝　業 第２号 86頁

「金融依存の経済はどこへ向かうのか―米欧金融危機の教訓」
 池尾和人／ 21世紀政策研究所編 沼　波　　　正 第２号 89頁

「国債暴落　日本は生き残れるのか」 高田　創著 徳　島　勝　幸 第２号 92頁

「あなたもなれる！ PBコーディネーター～プライベートバンカー入門　52の心得～」
 公益社団法人日本証券アナリスト協会編 灰　谷　健　司 第２号 95頁

「「市場」ではなく「企業」を買う株式投資」
 川北英隆編著
 菅原周一／堀江貞之／渋澤　健／伊井哲朗／奥野一成
 ／中神康議／光定洋介／近藤英男／石田英和著 徳　島　勝　幸 第３号 81頁

「国債膨張の戦後史」 米澤潤一著 高　田　　　創 第３号 84頁

「金融政策入門」 湯本雅士著 河　田　　　剛 第４号 76頁

「経営戦略とコーポレートファイナンス」
 砂川伸幸／川北英隆／杉浦秀徳／佐藤淑子著 石　川　博　行 第４号 79頁

「ファイナンスの基礎理論─株式・債券・外国為替」
 キース・カットバートソン／ダーク・ニッチェ著
 吉野直行監訳　菅原周一／上木原さおり翻訳 三　好　秀　和 第４号 82頁

「日本銀行」 翁　邦雄著 沼　波　　　正 第５号 95頁

「グローバル金融規制の潮流―ポスト金融危機の羅針盤―」
 中空麻奈／川崎聖敬著 大　崎　貞　和 第５号 98頁

「ファンドマネジメント大全―資産運用会社の経営と実務―」 三好秀和編著 明　田　雅　昭 第５号101頁

「中国資本市場の現状と課題―日中資本市場協力研究会リポート」
 小川英治責任編集 濱　田　　　功 第６号 94頁

「金融ビジネスの病態と素因―インセンティブ構造再設計の視点」
 大村敬一／高野　真編著 大　橋　和　彦 第６号 97頁

「金融緩和のもとでの国債リスク」 柴崎　健著 森　田　長太郎 第７号 72頁

「日本クレジット市場の特徴と投資分析」 後藤文人著 徳　島　勝　幸 第７号 75頁

「伝説のFRB議長ボルカー」 ウィリアムL. シルバー著　倉田幸信訳 沼　波　　　正 第７号 78頁

「日本経済の呪縛―日本を惑わす金融資産という幻想―」 櫨　浩一著 川　北　英　隆 第８号 83頁

「日はまた高く　産業競争力の再生」 元橋一之著 中　塚　富士雄 第８号 85頁

「ヒトとモノを引き継ぐ事業承継講義」 鯖田豊則著 大　塚　正　民 第８号 87頁

「不安定化する国際金融システム」 翁　百合著 沼　波　　　正 第９号 62頁

「コモディティ市場と投資戦略－「金融市場化」の検証」 池尾和人／大野早苗編著 坂　巻　敏　史 第９号 65頁

「証券論　Securities Markets：History, Logic, and Structure」 大村敬一／俊野雅司著 原　田　喜美枝 第10号 73頁

「コーポレートファイナンス：応用編［第２版］」
 ジョナサン・バーク／ピーター・ディマーゾ著
 久保田敬一／芹田敏夫／竹原　均／徳永俊史／山内浩嗣訳 菅　原　周　一 第10号 76頁

「戦後歴代日銀総裁とその時代」 島村高嘉著 沼　波　　　正 第10号 78頁

「リスクとの闘い―日銀政策委員会の10年を振り返る」 須田美矢子著 沼　波　　　正 第11号 93頁

「リスクマネジメント」 日本金融・証券計量・工学学会編 坂　巻　敏　史 第11号 96頁

「International Perspectives on Accounting and Corporate Behavior」
 Ito Kunio/Nakano Makoto（Eds） 村　宮　克　彦 第11号 99頁

「QQE　量的・質的金融緩和―政策の効果とリスクを検証する―」
 岩田一政／日本経済研究センター編 原　田　喜美枝 第12号113頁

「ポスト金融危機の銀行経営―「精査」と「組み合わせ」による勝ち組戦略」
 みずほ総合研究所編著 伊　藤　敬　介 第12号116頁

「ファーム・コミットメント―信頼できる株式会社をつくる―」
 コリン・メイヤー著　宮島英昭監訳　清水真人／河西卓弥訳 中　塚　富士雄 第12号118頁
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＊＊新　刊　紹　介＊＊

新　刊　紹　介 第１号 99頁

新　刊　紹　介 第２号 97頁

新　刊　紹　介 第３号 87頁

新　刊　紹　介 第４号 84頁

新　刊　紹　介 第５号104頁

新　刊　紹　介 第６号100頁

新　刊　紹　介 第７号 81頁

新　刊　紹　介 第８号 90頁

新　刊　紹　介 第９号 68頁

新　刊　紹　介 第10号 81頁

新　刊　紹　介 第11号102頁

新　刊　紹　介 第12号120頁

＊＊2013年度証券アナリストジャーナル賞＊＊

2013年度証券アナリストジャーナル賞 第６号101頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊

新役員の選任等 第９号118頁

お知らせ

平成26年主要行事予定 第１号104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104頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングDVDを販売しています 第１号106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102頁

第73回運営委員会を開催しました 第４号 85頁

第482回理事会を開催しました 第４号 85頁

2014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 85頁

2014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105頁

第483回理事会を開催しました 第７号 82頁

第42回定時総会を開催しました 第７号 82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 83頁

名証IRエキスポ2014が開催されます 第７号 83頁

代議員の改選を行います 第８号 91頁

「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８号 91頁

会員の資格喪失についての公示 第９号 69頁

新代議員の決定について 第10号 86頁

「証券分析のための数学入門講座」の申し込みを受け付けています 第10号 86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103頁

第４回PBスクール開催のお知らせ 第11号103頁

第484回理事会を開催しました 第12号121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121頁

「CMA・CCMAの継続学習制度」がスタートします 第12号122頁
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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 92頁

平成26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104頁

トピックス

2013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106頁

シニアPBの筆記試験等の結果を公表しました 第１号106頁

公開草案「財務諸表に対する監査報告：提案する新規及び改訂版の国際監査基準」について意見書を
提出しました 第１号107頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が香港で開催されました 第１号107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１号108頁

名古屋で講演会・懇親パーティーを開催（11月22日） 第１号108頁

「地区交流会」活動状況について 第１号108頁

PB補完セミナーの動画を協会ホームページに掲載中 第１号109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110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110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２号102頁

IASB討議資料「財務報告に関する概念フレームワークの見直し」について意見書を提出しました 第２号103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103頁

金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等
に対する意見書を提出しました 第３号 93頁

関西地区講演会・懇親パーティを開催しました 第３号 93頁

「地区交流会」活動状況について 第３号 93頁

PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第３号 94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 95頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）2014年３月試験を実施しました 第４号 86頁

第５回SAAJ国際セミナー「激変する投資環境と今後の資産運用戦略」を開催しました 第４号 86頁

「地区交流会」活動状況について 第４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４号 87頁

PB試験制度の見直しを実施します 第５号105頁

PBコーディネーターのコンピュータ試験結果等を公表しました 第５号106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５号106頁

「地区交流会」活動状況について 第５号106頁

PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第５号107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108頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第５号108頁

2014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107頁

公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」等について意見書を提出しました 第６号108頁

公開草案「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実
務上の取扱い（案）」について意見書を提出しました 第６号108頁

「地区交流会」活動状況について 第６号108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108頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第６号109頁

マイページ取得会員が８割を超えました 第６号109頁

2014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 83頁

2014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 84頁
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震災義援金に関するご報告とお礼 第７号 84頁

「地区交流会」活動状況について 第７号 84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 85頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がブリュッセルで開催されました 第８号 92頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2014年５月まで）について 第８号 92頁

第14回夏期SAAJセミナーを開催（７月２日） 第８号 93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 93頁

2014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 69頁

早稲田大学大学院とプライベートバンカー資格試験で提携しました 第９号 70頁

IASB公開草案「開示に関する取組み　IAS第１号の修正案」について意見書を提出しました 第９号 70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９号 70頁

「地区交流会」活動状況について 第９号 70頁

PB補完セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第９号 71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 71頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第９号 72頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第10号 86頁

第８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 87頁

「地区交流会」活動状況について 第10号 87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 88頁

2014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104頁

2014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105頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第11号105頁

証券分析のための数学入門講座（予備編）のスクーリング動画の配信を開始しました 第11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11号105頁

2014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122頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2014年９月まで）について 第12号122頁

ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）年次総会、理事会、Advocacy Roundtable Discussionの開催 第12号123頁

IASB討議資料「動的リスク管理の会計処理：マクロヘッジに対するポートフォリオ再評価アプローチ」
について意見書を提出しました 第12号123頁

ASBJ公開草案「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構
成される会計基準）（案）」について意見書を提出しました 第12号123頁

「証券分析のための数学入門講座（予備編）」動画のネット販売を開始しました 第12号124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124頁

第１回地区交流会全国会議を開催しました 第12号125頁

「地区交流会」活動状況について 第12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12号126頁

役員・顧問・委員・会員の異動

委員の異動 第１号111頁

会員の異動 第１号112頁

委員の異動 第２号104頁

会員の異動 第２号104頁

顧問の異動 第３号 95頁

委員の異動 第３号 95頁

会員の異動 第３号 96頁

委員の異動 第４号 88頁
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会員の異動 第４号 88頁

顧問の異動 第５号109頁

監事の異動 第５号109頁

委員の異動 第５号109頁

会員の異動 第５号111頁

委員の異動 第６号110頁

会員の異動 第６号110頁

監事の異動 第７号 86頁

委員の異動 第７号 86頁

会員の異動 第７号 86頁

顧問の異動 第８号 93頁

委員の異動 第８号 94頁

会員の異動 第８号 95頁

顧問の異動 第９号 73頁

会員の異動 第９号 73頁

委員の異動 第10号 88頁

会員の異動 第10号 89頁

委員の異動 第11号106頁

会員の異動 第11号112頁

会員の異動 第12号127頁

訃報 第６号113頁

第７号 87頁


