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新年にあたって 大　場　昭　義 第 1号    2頁

＊＊特　　　　　集＊＊
高度化する投資情報
解題 北　川　哲　雄 第 1号    4頁
ビッグデータと財務情報分析の未来
―財務情報の価値は低下しているのか？― 松　山　將　之 第 1号    8頁
XBRL情報の投資情報としての高度化
―次世代EDINETにおけるInlineXBRLとディメンション技術の概要― 坂　上　　　学 第 1号  18頁
ESG情報の可能性
―投資意思決定での活用に向けて― 鷹　羽　美奈子 第 1号  28頁
高まるESG情報の重要性
―投資家から見たESG情報の類型とESG情報提供機関の役割・動向を中心に― 林　　　寿　和 第 1号  38頁

＜第30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）
日本企業の収益力向上と株式市場
  家　次　　　恒、熊　切　直　美、髙　﨑　秀　雄、大　槻　奈　那 第 1号  49頁

金融規制改革と市場
解題 中　塚　富士雄 第 2号    2頁
国際的な規制改革の全体像について 翁　　　百　合 第 2号    6頁
適用が始まった「危機後」の規制改革
―解説と今後の課題― 松　尾　直　彦 第 2号  18頁
危機後の金融市場の変化を読み解く 倉　都　康　行 第 2号  25頁
規制によるコスト増と流動性の低下について 富　安　弘　毅 第 2号  35頁

MBO等非公開化取引と少数株主保護
解題 河　田　　　剛 第 3号    2頁
MBO等に対する取引所の立場からの考察
―適時開示における記載上の注意点を中心に― 川　城　　　瑛 第 3号    6頁
非公開化取引に関する2013年東証規則改正とその実務への影響 十　市　　　崇、川　端　康　弘 第 3号  16頁
非公開化取引に係るDCF法による企業価値評価の事例研究 鈴　木　一　功 第 3号  28頁
非公開化を伴うMBOにおける投資家へのリターン 伊　藤　晴　祥、エリック・メイズ 第 3号  35頁

外国為替証拠金取引
解題 大　野　早　苗 第 4号    2頁
外国為替証拠金取引とインターバンク市場との関係について 大　西　知　生 第 4号    6頁
わが国の外国為替証拠金取引の現状と規制 山　﨑　哲　夫 第 4号  15頁
外国為替市場における個人投資家のモーメンタム行動
―外為証拠金取引所データを用いた分析― 古　賀　麻衣子 第 4号  25頁
気質効果とロスカット規制
―口座別FX取引データを用いた分析― 岩　壷　健太郎 第 4号  35頁

のれんの会計をめぐる諸問題
解題 秋　葉　賢　一 第 5号    2頁
のれん会計の動向と日本基準の課題
―会計学の視点から― 梅　原　秀　継 第 5号    6頁
のれんをめぐる会計実務について 大　迫　孝　史 第 5号  15頁
のれんをめぐる実証研究の新動向
―IFRS3号及びSFAS142号における論点を中心として― 永　田　京　子 第 5号  26頁
のれん情報の価値関連性及び将来業績との関連性 石　井　孝　和 第 5号  35頁

フィンテック
解題 高　田　　　創 第 6号    2頁
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（座談会）
FinTechがもたらす未来の金融サービスはどうなるか

福　田　慎　一、増　島　雅　和、丸　山　弘　毅、高　田　　　創 第 6号    6頁
（論文）
欧米におけるFinTechへの対応と日本への示唆 五十嵐　文　雄 第 6号  29頁
FinTech時代の本格的到来とわが国金融業界をめぐる規制環境 小　鈴　裕　之 第 6号  39頁

ESG投資
解題 首　藤　　　惠 第 7号    2頁
国際的なESG投資の動向と日本での進展の考察
―アセットオーナー主導によるESG投資の動向と日本の夜明け― 森　澤　充　世 第 7号    5頁
CSRパフォーマンスと企業価値
―株主によるモニタリングの影響― 川　村　　　通、永　田　京　子 第 7号  15頁
ESGと株価急落リスク 呂　　　　　潔、中　嶋　　　幹 第 7号  26頁
ESGファクターと株式リターンとの関係 伊　藤　正　晴 第 7号  39頁

道半ばの企業統治改革
解題 明　田　雅　昭 第 8号    2頁
コーポレートガバナンス改革の「次の課題」
―コード対応の開示から見る― 西　山　賢　吾 第 8号    6頁
監査等委員会設置会社への移行と取締役会改革 髙　木　弘　明 第 8号  18頁
「対話」からエンゲージメントへの深化 三　瓶　裕　喜 第 8号  25頁
再び、「山」を動かす
―現在地の確認と、新たな改革アプローチの提唱― 中　神　康　議 第 8号  36頁

資産運用における新しいパラダイム―第７回国際セミナー〔SAAJ - CFA Institute ／日本CFA協会共催〕より―
解題 大　崎　貞　和 第 9号    2頁
開会挨拶 大　場　昭　義／チャールズ・J・ヤン 第 9号    5頁
（基調講演）
日本の資産運用への期待 森　　　信　親 第 9号    9頁
（講演録）
日本の資産運用業界の課題、事業機会及び改善策の示唆 柴　田　拓　美 第 9号  17頁
グローバルな資産運用会社としての成功要因 デイビッド・A・ハント 第 9号  28頁
（パネルディスカッション）
日本の資産運用業界の発展に向けて

石　田　友　豪、萩　野　琢　英、デイビッド・A・ハント、大　場　昭　義 第 9号  39頁
低金利下での資産運用
解題 光　定　洋　介 第10号    2頁
マイナス金利政策の採用とその功罪  植　田　和　男 第10号    5頁
マイナス金利下のヨーロッパ経済
―マイナス金利政策の効果と副作用― 川　野　祐　司 第10号  17頁
マイナス金利政策が生保・年金ALMに与える影響 徳　島　勝　幸 第10号  26頁
金融緩和と利回り追求 村　木　正　雄 第10号  37頁

証券市場の公正性
解題 原　田　喜美枝 第11号    3頁
公正な証券市場の確立を求めて 大　崎　貞　和 第11号    6頁
業者規制と不祥事 二　上　季代司 第11号  16頁
上場会社の投資対象物件としての適格性維持・向上に向けた取引所の取組み 田　中　大　介 第11号  24頁
米国証券市場におけるインテグリティ 佐　賀　卓　雄 第11号  36頁

繰延税金資産情報の有用性
解題 北　川　哲　雄 第12号    2頁
わが国企業の税効果会計の特徴 小宮山　　　賢 第12号    6頁
財務諸表利用者にとっての繰延税金資産 野　村　嘉　浩 第12号  16頁
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金融業の繰延税金資産の特徴
―計上額が最大の業種として― 小　倉　加奈子 第12号  23頁
繰延税金資産の回収可能性の評価
―最近の会計ルールの改正を中心に― 前　田　　　啓 第12号  33頁

＜第31回日本証券アナリスト大会＞
「AI・IoT革命に挑戦する企業とアナリスト」
開会の辞 大　場　昭　義 第11号  46頁
証券アナリストジャーナル賞表彰 川　北　英　隆 第11号  49頁
ディスクロージャー優良企業選定結果の報告 許　斐　　　潤 第11号  52頁
（記念講演）
AI・IoTは経済構造をどう変えるのか 柳　川　範　之 第12号  42頁
AI・IoT革命とKAITEKI会社・SAITEKI社会 小　林　喜　光 第12号  52頁
（所感）
第31回日本証券アナリスト大会を終えて 許　斐　　　潤 第12号  64頁

＊＊展　　　　　望＊＊
国際金融規制とワインの規制 原　田　喜美枝 第 1号  63頁
パッシブ投資家の企業ガバナンスへの寄与について 坂　巻　敏　史 第 2号  47頁
消えた日本基準のコンバージェンスの行方 小宮山　　　賢 第 3号  43頁
科学技術イノベーションと非財務情報 岡　野　武　志 第 4号  44頁
アジアのインフラファイナンス 河　西　洋　文 第 5号  45頁
βを考える：理論と実証のモデル 斯　波　恒　正 第 6号  49頁
投資アドバイス理論の新展開 大　庭　昭　彦 第 7号  49頁
確定拠出年金の改革とデフォルトファンドに関する議論 臼　杵　政　治 第 8号  49頁
対外直接投資の収益性について
―少子高齢化を背景に 大　野　早　苗 第 9号  52頁
高頻度取引と情報生産 太　田　　　亘 第10号  47頁
高頻度取引に関する研究の現状 西　出　勝　正 第11号  53頁
日本上場企業の稼ぐ力に対する評価 中　　　美　尋 第12号  66頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊
中央銀行ウオッチング
―不確実性高まる中での主要国金融政策動向― 加　藤　　　出 第 1号  68頁
インドネシア経済の現状と今後
―ジョコ政権発足後１年を迎え― 藤　江　秀　樹 第 2号  52頁
日本の新成長戦略を考える 若　林　資　典 第 3号  48頁
2016年機関投資家運用の課題と新潮流 川　原　淳　次 第 4号  51頁
エネルギー産業の現状・課題と今後の展望 伊　藤　敏　憲 第 5号  50頁
世界経済の展望と課題
―新興国のバランスシート調整― 長　井　滋　人 第 6号  54頁
日本企業を取り巻く会計・開示制度変革
―時価総額２兆円超の企業はIFRS適用を― 野　村　嘉　浩 第 7号  54頁
原油暴落で変わる世界情勢 藤　　　和　彦 第 8号  55頁
日米経済と市場展望 武　者　陵　司 第 9号  58頁

＊＊企業と証券アナリストの対話の実例シリーズ＊＊
新シリーズ掲載の狙い 川　北　英　隆 第10号  52頁
長期投資家にとっての企業との対話
―対話の目的と長期投資家の役割― 奥　野　一　成 第10号  54頁



－5－

企業との目的を持った対話
―誰にでもできるエンゲージメント― 濱　田　　　功、光　定　洋　介 第11号  59頁
長期投資の投資信託が挑む企業との対話 伊　井　哲　朗 第12号  72頁

＊＊視　　　　　点＊＊
長期投資家のコア銘柄になるために
―企業の個性を発揮し、平均を超えよ― 齋　藤　克　史 第 1号  81頁
日本的経営の精神 浅　野　幸　弘 第 2号  65頁
人口減少下のGDP拡大策
―ITは非熟練層底上げにこそ― 上　野　　　真 第 3号  61頁
真価が問われるアナリスト 許　斐　　　潤 第 4号  61頁
ジュニアNISAと高等教育資金の形成 稲　野　和　利 第 5号  63頁
時代に応じて変化するアナリストの視点
―長期投資の観点からこそ大事になるアナリストの役割― 忍　足　大　介 第 6号  67頁
自分たち自身の課題 白　川　方　明 第 7号  62頁
エネルギー政策における将来見通しと現実との乖離を埋める取組みを 新　家　法　昌 第 8号  64頁
ブレグジットの深層を探る 新　芝　宏　之 第 9号  70頁
アナリスト業務において大切にしているもの
―健全な出会いの場を作る― 納　　　博　司 第10号  64頁
建設的な対話を深めるためのアナリストの役割とは 佐　藤　淑　子 第11号  67頁
プラットホームとしての価値創造
―企業と投資家の協働に役立つために― 正　田　雅　史 第12号  84頁

＊＊論　　　　　文＊＊
わが国におけるリース債務と株式リスクの分析 清　水　望花子、吉　田　和　生 第 3号  65頁
ニュースと株価に関する実証分析
―ディープラーニングによるニュース記事の評判分析―  五　島　圭　一、高　橋　大　志 第 3号  76頁
地方銀行における税効果会計と報告利益管理 中　桐　　　徹 第 4号  65頁
増資インサイダー事件に対する取組みと企業の資金調達コスト 鈴　木　健　嗣 第 4号  77頁
企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について
―中期経営計画データを用いた実証分析― 淺　田　一　成、山　本　　　零 第 5号  67頁
国内株投信でのボラティリティ・タイミングに関する実証分析 磯　村　文　太 第 8号  68頁
特許情報の株価への浸透過程の分析
―Mid-term Alpha Driverとしての技術競争力― 井　出　真　吾、竹　原　　　均 第10号  68頁
企業の資金制約―アンケート調査による分析―
  佐々木　隆　文、佐々木　寿　記、胥　　　　　鵬、花　枝　英　樹 第11号  71頁
年次決算発表の集中化と利益情報に対する株価形成 森　脇　敏　雄 第11号  83頁

＊＊研究ノート＊＊
株式市場リターンの季節性と投資家のリスク回避傾向の季節変化

石　部　真　人、角　田　康　夫、坂　巻　敏　史 第 2号  68頁
為替ファクターリターンを活用した投資戦略 渡　辺　桂　士、鶴　田　　　大 第 7号  66頁
適格退職年金制度終了後の退職金・年金政策 壁　谷　順　之 第 9号  74頁
インフレ予想が個人投資家の株式保有比率に与える影響
―インターネットアンケート調査より―
  末　廣　　　徹、武　田　浩　一、神　津　多可思、竹　村　敏　彦 第10号  78頁
信用金庫の投信窓販と競争要因 森　　　祐　司 第12号  87頁

＊＊ディスクロージャー優良企業のIR活動＊＊
東日本旅客鉄道 第 1号  85頁
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セリア 第 1号  86頁
プロトコーポレーション 第 1号  87頁
大東建託 第 2号  79頁
シスメックス 第 2号  80頁
オムロン 第 2号  81頁
富士重工業 第 2号  82頁
日本電信電話 第 2号  83頁
三菱商事 第 2号  84頁
ローソン 第 2号  85頁
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第 2号  86頁
SCSK 第 2号  87頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊
「銀行の不良債権処理と会計・監査」  児嶋隆著 野　﨑　浩　成 第 1号  88頁
「京都企業が世界を変える―企業価値創造と株式投資―」
  川北英隆／奥野一成編著 徳　島　勝　幸 第 1号  90頁
「戦後経済史―私たちはどこで間違えたのか―」  野口悠紀雄著 沼　波　　　正 第 1号  92頁
「日本の地域金融機関経営―営業地盤変化への対応―」  堀江康煕著 西　村　英一郎 第 2号  88頁
「Reform And Price Discovery At The Tokyo Stock Exchange
―From 1990 to 2012―」  久保田敬一／竹原均著 伊　藤　敬　介 第 2号  91頁
「現代中国政治研究ハンドブック」  高橋伸夫編著 矢　作　大　祐 第 2号  93頁
〔1〕「コーポレートガバナンス・コード」  堀江貞之著
〔2〕「 日本企業のためのコーポレートガバナンス講座」  藤田勉著 河　西　洋　文 第 3号  87頁
「ガイトナー回顧録―金融危機の真相―」
  ティモシー・F・ガイトナー著　伏見威蕃訳 河　田　　　剛 第 3号  90頁
「テクニカル詳細　高齢化時代の資産運用手法―キャッシュフロー管理と機能的
アプローチ―」  加藤康之著 徳　島　勝　幸 第 3号  92頁
「金融危機とバーゼル規制の経済学―リスク管理から見る金融システム―」
  宮内惇至著 沼　波　　　正 第 4号  88頁
「ROEが奪う競争力―「ファイナンス理論」の誤解が経営を壊す―」  手島直樹著 河　田　　　剛 第 4号  91頁
「ROE革命の財務戦略―外国人投資家が日本企業を強くする―」
  柳良平著 青　沼　君　明 第 4号  93頁
「会計制度の経済分析」  薄井彰著 太　田　浩　司 第 5号  79頁
「検証　バブル失政―エリートたちはなぜ誤ったのか―」  軽部謙介著 大　崎　貞　和 第 5号  81頁
「ウォール街のアルゴリズム戦争」  スコット・パタースン著　永野直美訳 河　田　　　剛 第 5号  84頁
「IFRSの会計思考」  辻山栄子編著 北　川　哲　雄 第 6号  71頁
「真説　経済・金融の仕組み―最近の政策論議、ここがオカシイ―」  横山昭雄著 沼　波　　　正 第 6号  74頁
「「学力」の経済学」  中室牧子著 大　庭　昭　彦 第 6号  77頁
「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」  入山章栄著 光　定　洋　介 第 7号  76頁
「日本の財政はどうなっているのか」  湯本雅士著 沼　波　　　正 第 7号  79頁
「証券化と債権譲渡ファイナンス」  高橋正彦著 原　田　喜美枝 第 7号  82頁
〔1〕「中長期投資家を納得させるコーポレートガバナンス・コードのIR対応」
  岩田宜子著
〔2〕「株主に響くコーポレートガバナンス・コードの実務」
  河北博光／山崎直実著
〔3〕「攻めのガバナンス　経営者報酬・指名の戦略的改革」
  タワーズワトソン編　西村康代他著 大　崎　貞　和 第 8号  77頁
「日本公的年金制度史―戦後七〇年・皆年金半世紀―」  吉原健二／畑　満著 坪　野　剛　司 第 8号  80頁
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「企業法制の将来展望―資本市場制度の改革への提言〈2016年度版〉」
  神作裕之責任編集／資本市場研究会（編集） 川　村　一　博 第 8号  83頁
〔1〕「アジア地域における会社情報提供制度の実情と課題」
  国際民商事法センター監修　アジア・太平洋会社情報提供制度研究会編集
〔2〕「中小企業の会計制度―日本・欧米・アジア・オセアニアの分析」
  河﨑照行編著 中　塚　富士雄 第 9号  84頁
「投資不動産会計と公正価値評価」  山本卓著 高井良　　　博 第 9号  87頁
「IFRS9「金融商品」の構図―IAS39置換プロジェクトの評価」  吉田康英著 小宮山　　　賢 第 9号  89頁
「コモディティ市場のマイクロストラクチャー
―「金融商品化」時代の規制と市場機能」
  岩壷健太郎／茶野努／山岡博士／吉田靖著 原　田　純　一 第10号  88頁
「日本経済と資本市場―企業と投資家のガバナンスがもたらす変化」
  日興リサーチセンター編 坂　巻　敏　史 第10号  90頁
「サイロ・エフェクト―高度専門化社会の罠」  ジリアン・テット著　土方奈美訳 沼　波　　　正 第10号  92頁
「資産運用の本質―ファクター投資への体系的アプローチ―」
  アンドリュー・アング著　坂口雄作／浅岡泰史／角間和男／浦壁厚郎監訳 浅　野　幸　弘 第11号  94頁
「中央銀行が終わる日―ビットコインと通貨の未来―」  岩村充著 沼　波　　　正 第11号  96頁
「事象アプローチによる会計ディスクロージャーの拡張」  坂上学著 北　川　哲　雄 第11号  99頁
「金融危機と中央銀行」  伊豆久著 原　田　喜美枝 第12号  98頁
「証券市場における情報開示の理論」  湯原心一著 大　崎　貞　和 第12号100頁
「京都大学で学ぶ企業経営と株式投資
一流経営者とプロ投資家によるリレー講義録」  川北英隆／奥野一成編著 徳　島　勝　幸 第12号102頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊
新　刊　紹　介 第 1号  95頁
新　刊　紹　介 第 2号  96頁
新　刊　紹　介 第 3号  94頁
新　刊　紹　介 第 4号  96頁
新　刊　紹　介 第 5号  86頁
新　刊　紹　介 第 6号  80頁
新　刊　紹　介 第 7号  85頁
新　刊　紹　介 第 8号  86頁
新　刊　紹　介 第 9号  91頁
新　刊　紹　介 第10号  95頁
新　刊　紹　介 第11号102頁
新　刊　紹　介 第12号104頁

＊＊2015年度証券アナリストジャーナル賞＊＊
2015年度証券アナリストジャーナル賞 第 6号  81頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊
お知らせ
平成28年主要行事予定 第 1号  96頁
土曜スクーリング（「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」） 第 1号  96頁
第75回運営委員会を開催しました 第 4号  97頁
第490回理事会を開催しました 第 4号  97頁
2016年度第１次レベル通信教育講座の申し込みを受け付けます 第 4号  97頁
第491回理事会を開催しました 第 7号  86頁
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第44回定時総会を開催しました 第 7号  87頁
土曜スクーリング（「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」）の申し込みを
受付けています 第 7号  87頁
代議員の改選を行います 第 8号  87頁
会員の資格喪失についての公示 第 9号  92頁
新代議員の決定について 第10号100頁
継続学習制度の「倫理・規制関連クレジット」について 第11号103頁
マイページの継続学習メニューを追加しました 第11号103頁
CIIA（国際公認投資アナリスト）の試験運営の変更について 第12号105頁
土曜スクーリング（「ポートフォリオ理論初級講座」、「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12号105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  95頁
平成28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
2015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  97頁
第１回シニアPBサロンを開催しました 第 1号  98頁
IASB公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」について意見書を提出しました 第 1号  98頁
IFRS財団意見募集「体制とその有効性に関する評議員会のレビュー：レビューにあたっての論点」
について意見書を提出しました 第 1号  98頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がムンバイで開催されました 第 1号  98頁
「地区交流会」活動状況について 第 1号  99頁
PB関連セミナーの動画、講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第 1号  99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100頁
講演会の動画を協会ホームページに掲載しました 第 1号100頁
「名古屋シンポジウム」を開催しました 第 2号  97頁
IASB意見募集「2015年アジェンダ協議」について意見書を提出しました 第 2号  98頁
「地区交流会」活動状況について 第 2号  98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  98頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年12月まで）について 第 3号  96頁
第22回SAAJセミナーを開催（１月29日） 第 3号  97頁
「大阪シンポジウム」を開催しました 第 3号  97頁
「地区交流会」活動状況について 第 3号  98頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第 3号  98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  99頁
動画を協会ホームページに掲載しました 第 3号  99頁
CIIA®（国際公認投資アナリスト）2016年３月試験を実施しました 第 4号  98頁
「地区交流会」の活動状況について 第 4号  98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  99頁
動画を協会ホームページに掲載しました 第 4号  99頁
第２回プライベートバンカー資格紹介セミナーを開催しました 第 5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 5号  88頁
2016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  87頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年３月まで）について 第 6号  87頁
第７回SAAJ国際セミナーを開催しました 第 6号  88頁
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「名古屋シンポジウム」を開催しました 第 6号  89頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第 6号  89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  90頁
2016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  87頁
2016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  88頁
札幌初開催！プライベートバンカー資格紹介セミナーを開催しました 第 7号  88頁
PB資格者パネルディスカッションの模様を、協会ホームページに掲載しました 第 7号  88頁
IAASB意見募集「公共の利益を踏まえた監査品質の向上」について意見書を提出しました 第 7号  89頁
ASBJ意見募集「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」について意見書
を提出しました 第 7号  89頁
「地区交流会」の活動状況について 第 7号  89頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第 7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 7号  90頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がパリで開催されました 第 8号  88頁
第９回PBスクールを開催しました 第 8号  88頁
第16回夏期SAAJセミナーを開催（７月15日） 第 8号  89頁
熊本地震義援金に関するご報告とお礼 第 8号  89頁
「地区交流会」の活動状況について 第 8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 8号  90頁
2016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  92頁
熊本地震に関連した受講者への措置 第 9号  93頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年６月まで）について 第 9号  93頁
第２回シニアPBサロンを開催しました 第 9号  93頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第 9号  94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  94頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2016年春）の結果について 第10号100頁
第17回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナーを開催（９月９日） 第10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10号101頁
動画を協会ホームページに掲載しました 第10号102頁
2016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105頁
2016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
ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会・年次総会が上海で開催されました 第11号105頁
第３回地区交流会全国会議を開催しました 第11号106頁
「地区交流会」活動状況について 第11号106頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第11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11号107頁
2016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106頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年９月まで）について 第12号106頁
PB資格者による広告を日経朝刊に掲載、インタビュー内容を特設ランディングページ（LP）に
掲載します 第12号107頁
福岡初開催！プライベートバンカー資格紹介セミナーを開催しました 第12号107頁
「地区交流会」活動状況について 第12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12号108頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号108頁
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役員・顧問・委員・会員の異動
委員の異動 第 1号101頁
会員の異動 第 1号101頁
委員の異動 第 2号  99頁
会員の異動 第 2号  99頁
顧問の異動 第 3号100頁
委員の異動 第 3号100頁
会員の異動 第 3号101頁
会員の異動 第 4号100頁
委員の異動 第 5号  88頁
会員の異動 第 5号  90頁
顧問の異動 第 6号  90頁
委員の異動 第 6号  90頁
会員の異動 第 6号  91頁
理事の異動 第 7号  91頁
監事の異動 第 7号  91頁
委員の異動 第 7号  91頁
会員の異動 第 7号  91頁
顧問の異動 第 8号  91頁
委員の異動 第 8号  91頁
会員の異動 第 8号  91頁
顧問の異動 第 9号  95頁
委員の異動 第 9号  95頁
会員の異動 第 9号  96頁
会員の異動 第10号103頁
委員の異動 第11号108頁
会員の異動 第11号114頁
委員の異動 第12号109頁
会員の異動 第12号109頁

訃報 第 3号102頁

＊＊CMA×PBダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格＊＊
第１回 第３号106頁
第２回 第４号106頁
第３回 第５号  96頁
第４回 第６号  98頁
第５回 第７号  98頁
第６回 第８号  98頁
第７回 第９号102頁
第８回 第10号112頁
第９回 第11号120頁
第10回 第12号116頁


