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新年にあたって 大　場　昭　義 第 1号    2頁
会長就任にあたって 新　芝　宏　之 第９号    2頁
会長退任にあたって 大　場　昭　義 第９号    4頁

＊＊特　　　　　集＊＊
上場投資信託市場の新展開
解題 河　田　　　剛 第 1号    4頁
日本のETF市場の特徴 原　田　喜美枝 第 1号    7頁
ETFの活用事例について 藤　村　真紀子、中　岡　寛　晶 第 1号  15頁
日本銀行のETF買入の現状と課題 今　井　幸　英 第 1号  24頁
世界のETF規制をめぐる動向 杉　田　浩　治 第 1号  35頁
＜第31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）
AI・IoT革命に挑戦する企業とアナリスト
  山　海　嘉　之、谷　口　　　恒、吉　田　晴　乃、中　空　麻　奈 第 1号  45頁
フェア・ディスクロージャー規則の意義と課題
解題 河　田　　　剛 第 2号    2頁
日本版フェア・ディスクロージャー・ルールとその課題 大　崎　貞　和 第 2号    5頁
アナリストをめぐる環境変化と新たな役割 北　川　哲　雄 第 2号  15頁
（座談会）
フェア・ディスクロージャー・ルールについて
  奥　村　俊　次、佐　藤　淑　子、三　瓶　裕　喜、武　井　一　浩、大　崎　貞　和 第 2号  25頁
超低金利環境下の金融機関戦略
解題 高　田　　　創 第 3号    2頁
マイナス金利下の邦銀経営の課題 吉　澤　亮　二 第 3号    6頁
「イールドカーブ・コントロール」下の資金運用とマクロ的金融システム
―超低金利環境での金融仲介として― 玉　木　伸　介 第 3号  16頁
超低金利環境下における金融機関の有価証券運用 伊　藤　敬　介、佐々木　　　洋 第 3号  26頁
長期経済循環の下での株式リスクプレミアムと資産配分 山　口　勝　業 第 3号  33頁
証券化市場の復権に向けて
解題 原　田　喜美枝 第 4号    2頁
証券化の意義と日本における証券化の歴史・現状 高　橋　正　彦 第 4号    5頁
日本の証券化市場における参加者の課題
―近い将来における再活性化に向けて― 江　川　由紀雄 第 4号  18頁
格付会社から見た日本の証券化市場 北　原　一　功 第 4号  29頁
米国における証券化市場の復権 宮　坂　知　宏 第 4号  41頁
これからの家計の資産運用―『貯蓄から投資へ』の実現する条件
解題 臼　杵　政　治 第 5号    2頁
超高齢化時代を迎えた日本の家計の貯蓄と資産選択 祝　迫　得　夫 第 5号    6頁
近年の政策潮流と家計の資産運用 宮　本　佐知子 第 5号  15頁
フィンテックと家計の資産運用のこれから
―日米の法制度と個人金融資産の観点から― 野　間　幹　晴、藤　田　　　勉 第 5号  25頁
家計の資産形成と「顧客本位の業務運営」
―フィデューシャリー登場の背景― 永　沢　裕美子 第 5号  36頁
個人とリスク資産投資の今
解題 大　庭　昭　彦 第 6号    2頁
個人と機関投資家の株式銘柄選択の違い 新　谷　　　理 第 6号    6頁
日本の個人資産運用と行動経済学的特性 大　竹　文　雄、明　坂　弥　香 第 6号  16頁
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米国のリタイアメント・インカム確保策をめぐる動向
―401（k）プランを通じた資産形成から引退後の資産管理へ― 野　村　亜紀子 第 6号  25頁
退職後資産準備の考え方
―「額」から「率」へのシフトで資産形成促進の第一歩に― 野　尻　哲　史 第 6号  35頁
企業の税負担削減行動
解題 佐々木　隆　文 第 7号    2頁
税負担削減行動とコーポレート・ガバナンスの結び付き 大　沼　　　宏 第 7号    6頁
税負担削減行動の手段と現状 明　石　英　司 第 7号  16頁
税負担削減行動と企業価値の関係について 奥　田　真　也 第 7号  25頁
企業の税負担削減行動が資本コストに与える影響 大　洲　裕　司、石　川　博　行 第 7号  35頁
AIの金融応用（基礎編）
解題 岡　田　克　彦 第 8号    2頁
機械学習とは何か？ 植　野　　　剛 第 8号    6頁
AIの資産運用への応用の可能性と限界
―基礎から理解できるAI― 南　　　正太郎、光　定　洋　介 第 8号  16頁
AIと金融との関わりの歴史
―AIの使い方を考えてみませんか？― 水　野　貴　之 第 8号  27頁
米国のAI開発・実用化とフィンテックAIの動向 八　山　幸　司 第 8号  37頁
資産運用ビジネスの新しい動きとそれに向けた戦略―第８回国際セミナーより―
解題 大　崎　貞　和 第 9号    6頁
（基調講演）
日本の資産運用業界への期待 森　　　信　親 第 9号  10頁
（対談）
運用業界の展望
―KKR 40年超のグローバル投資経験を通じた見解  ジョージ・R・ロバーツ、平　野　博　文 第９号  18頁
（講演録）
日本の資産運用会社の課題と戦略 渡　邊　国　夫 第 9号  24頁
（パネルディスカッション）
ビッグデータ時代の運用会社の付加価値は何か

奥　野　一　成、清　水　時　彦、諏訪部　貴　嗣、堀　江　貞　之 第 9号  33頁
AIの金融応用（実践編）
解題 菅　原　周　一 第10号    2頁
（座談会）
AIと資産運用  酒　井　浩　之、田　丸　健三郎、ベネット　ジェイスン、光　定　洋　介 第10号    6頁
金融テキストマイニングの最新技術動向
  和　泉　　　潔、坂　地　泰　紀、伊　藤　友　貴、伊　藤　　　諒 第10号  28頁
ハーディングの「相」解析と底検知
―Deep Learningによる売られ過ぎ検知― 羽　室　行　信、岡　田　克　彦 第10号  37頁
減損会計を考える
解題 小宮山　　　賢 第11号    3頁
日本基準とIFRSの相違による減損会計の影響 田　中　弘　隆 第11号    7頁
わが国の企業の最近の減損損失の傾向 出　居　美智子 第11号  15頁
実証分析―減損損失に対する投資家の反応と評価 木　村　晃　久 第11号  24頁
のれんの減損に係る事例とその特徴
―日本基準採用企業を中心に― 山　内　　　暁 第11号  33頁
金融リテラシー
解題 野　村　亜紀子 第12号    2頁
学校における金融経済教育の現状と課題 家　森　信　善 第12号    6頁
金融リテラシーに関する主要国との現状比較
―OECDによる金融リテラシー調査の結果から― 栗　原　　　久 第12号  15頁
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日本人の金融リテラシーはなぜ低いのか？ 山　口　勝　業 第12号  26頁
行動ファイナンスと金融リテラシー 大　庭　昭　彦 第12号  37頁
＜第32回日本証券アナリスト大会＞
「グローバリズムの危機と企業・アナリストの対応」
開会の辞 新　芝　宏　之 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表彰 許　斐　　　潤 第11号  52頁
（記念講演）
Ⅰ『まさか』の時代の市場と経済 滝　田　洋　一 第12号  46頁
Ⅱ 日立の構造改革と社会イノベーション事業 中　西　宏　明 第12号  55頁
（所感）
第32回日本証券アナリスト大会を終えて 大　類　雄　司 第12号  66頁

＊＊展　　　　　望＊＊
リスクの取引可能性
―ILS（Insurance-Linked Securities）をめぐって 大　橋　和　彦 第 1号  61頁
「顧客本位」のファクター投資戦略 本　多　俊　毅 第 2号  49頁
金融政策をめぐる四つのM
―何が真っ当な政策論議を妨げているのか 沼　波　　　正 第 3号  47頁
事業再編に関する価格決定申立てに関する一考察
―ジュピターテレコム（JCOM）最高裁決定を受けて 鈴　木　一　功 第 4号  51頁
AI時代とアナリスト 河　田　　　剛 第 5号  46頁
マイナス金利政策と金融機関に必要な進化 高　田　　　創 第 6号  46頁
為替市場からみる異次元緩和の効果と課題
―昨秋の円急落が示す副作用― 内　田　　　稔 第 7号  46頁
新潮流としてのマクロ実証会計 中　野　　　誠 第 8号  47頁
社外取締役のインセンティブ 佐々木　隆　文 第 9号  47頁
証券アナリストを取り巻く環境変化と役割期待 矢　野　　　学 第10号  48頁
引退後の資産管理をめぐる諸外国の政策対応 野　村　亜紀子 第11号  53頁
金融におけるAI技術応用についての一考察 岡　田　克　彦 第12号  68頁

＊＊企業と証券アナリストの対話の実例シリーズ＊＊
バイサイドアナリストへの期待
―日本版スチュワードシップ・コード原則７の意味― 三　瓶　裕　喜 第 1号  66頁
新時代に求められるアナリストのビッグチャレンジとイノベーション 松　島　憲　之 第 2号  55頁
古くて新しい証券アナリストの役割 川　北　英　隆 第 3号  53頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊
（日証協）協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報伝達行為に関する
ガイドライン 山　本　　　悟 第 2号  40頁
（座談会）
日本証券アナリスト協会が担うべき、これからのプライベートバンカー
／ウェルスマネジメント（WM）教育とは
  米　田　　　隆、北　山　雅　一、前　原　康　宏、大　澤　静　香 第 4号  57頁
新しい時代における証券アナリストの役割
―資本市場の適正な機能を保つために― 井　口　譲　二 第 5号  51頁
トランプ政権と国際金融システム 長　井　滋　人 第 6号  54頁
バーゼル規制対応の資本性証券の商品性と課題 鶴　沢　　　真 第 7号  52頁
日本の会計・開示・監査制度を取り巻く環境変化
―時価総額２兆円超の企業はIFRS適用を― 野　村　嘉　浩 第 8号  52頁
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ファクター投資をめぐる論点から
―The Other Side of Value―   ロバート・ノビーマークス、加　藤　康　之 第９号  51頁
Zからの “秘められた” メッセージ〔前編〕
─トランプ大統領の登場による不確実な時代の到来と国際関係の行方─ 旭　　　英　昭 第10号  53頁
Ｚからの “秘められた” メッセージ〔後編〕
─トランプ大統領の登場による不確実な時代の到来と国際関係の行方─ 旭　　　英　昭 第11号  58頁
Fintechに対する振興策と規制
─英国の動向を中心に─  中　塚　富士雄、大　浦　泰　宏 第12号  74頁

＊＊視　　　　　点＊＊
アジア目線での経営 下　山　　　均 第 1号  76頁
日本の投資信託の国際化 浅　井　公　広 第 2号  65頁
投資は楽しいもの 竜　沢　俊　彦 第 3号  65頁
ユニークな日本人と国際社会 渥　美　恭　弘 第 4号  68頁
投資信託の日米比較 大久保　良　夫 第 5号  60頁
アセットファイナンス市場への期待 小　沼　泰　之 第 6号  67頁
運用会社の運用部門と運用者 猿　田　　　隆 第 7号  64頁
グリーンボンドとアナリスト 住　田　直　伸 第 8号  61頁
「なくてはならない会社」を目指して 碓　井　　　稔 第 9号  62頁
私の「ドバイ・ショック」
―グローバル近未来都市に学べ― 渥　美　恭　弘 第10号  66頁
未来を創る経営への視座 大八木　成　男 第11号  71頁
時間と投資 成　川　順　一 第12号  85頁

＊＊論　　　　　文＊＊
国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略
  菊　川　　　匡、内　山　朋　規、本　廣　　　守、西　内　　　翔 第 2号  69頁
株式に旬はあるか？
―カレンダーアノマリーの個別銘柄における検証―
  岡　田　克　彦、羽　室　行　信、ステファニー・チュング 第 3号  69頁
高頻度データを用いた債券超過リターンの予測 岩　永　安　浩 第 4号  72頁
不正会計リスクと将来リターン 首　藤　昭　信、大　城　直　人、宋　　　明　子 第 5号  64頁
設備投資に関する適時開示が株式市場に与える影響 太　田　裕　貴 第 8号  65頁
自然言語処理技術を用いたアナリストレポートの実証分析
―センチメントの変化と株式市場の反応について―
  工　藤　秀　明、永　島　　　淳、宮　崎　義　弘 第９号  66頁
クリーンサープラス関係を利用した
時間的に変動する期待リターンの推計 小　野　慎一郎、村　宮　克　彦 第10号  70頁
株主優待が株価にもたらす独自効果  野　瀬　義　明、宮　川　壽　夫、伊　藤　彰　敏 第10号  82頁
働きやすい会社のパフォーマンス 山　田　　　徹、臼　井　健　人、後　藤　晋　吾 第11号  75頁

＊＊研究ノート＊＊
物価・賃金ヘッジのための最適資産配分試論
―時系列構造と非正規性を考慮した下方部分積率最小化― 臼　杵　政　治 第 3号  81頁
Managed Futuresに関する実証的研究 岩　永　安　浩 第11号  87頁

＊＊ディスクロージャー優良企業のIR活動＊＊
味の素 第 2号  82頁
富士重工業 第 2号  83頁
プロトコーポレーション 第 2号  84頁
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三井化学 第 3号  94頁
昭和シェル石油 第 3号  95頁
小松製作所 第 3号  96頁
オムロン 第 3号  97頁
日本電信電話 第 3号  98頁
三菱商事 第 3号  99頁
丸井グループ 第 3号100頁
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第 3号101頁
SCSK 第 3号102頁
アサヒグループホールディングス 第 3号103頁
日本電産 第 3号104頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊
「数理ファイナンスの歴史」  櫻井豊著 坂　巻　敏　史 第 1号  80頁
「銀行のグループ経営―そのビジネスと法規制のすべて」  野﨑浩成／江平享編著 北　川　哲　雄 第 1号  82頁
「中国発世界連鎖不況―危機のリスクシナリオ」  みずほ総合研究所編著 河　田　　　剛 第 1号  85頁
「論点詳解　係争事案における株式価値評価
―日米の株式買取請求事件等のトレンドと考え方」  池谷誠著 鈴　木　一　功 第 2号  85頁
「ゴールベース資産管理入門―顧客志向の新たなアプローチ」
  チャック・ウィジャー／ダニエル・クロスビー著
  新井聡監訳　野村證券ゴールベース研究会訳 鈴　木　　　誠 第 2号  87頁
「金融政策の「誤解」― “壮大な実験„の成果と限界」  早川英男著 沼　波　　　正 第 2号  90頁
「点検ガバナンス大改革―年金・機関投資家が問う、ニッポンの企業価値―」
  格付投資情報センター編集部編 山　本　御　稔 第 3号105頁
「なぜ近代は繁栄したのか―草の根が生みだすイノベーション―」
  エドマンド・S・フェルプス著　小坂恵理訳 坂　巻　敏　史 第 3号107頁
「企業の真価を問う　グローバル・コーポレートガバナンス」  小平龍四郎著 堀　江　貞　之 第 3号109頁
「日本財政を斬る―国債マイナス金利に惑わされるな―」  米澤潤一著 高　田　　　創 第 4号  83頁
「株式投資で普通でない利益を得る」
  フィリップ・Ａ．フィッシャー著　長尾慎太郎監修　井田京子訳 河　田　　　剛 第 4号  86頁
「外資系運用会社が明かす投資信託の舞台裏」
  ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社資産運用研究所編著 徳　島　勝　幸 第 4号  88頁
「地域金融機関における資金運用の高度化」  平野吉伸編著 大　野　早　苗 第 5号  76頁
「超金融緩和からの脱却」  白井さゆり著 沼　波　　　正 第 5号  78頁
「格付」  格付投資情報センター　田中英隆／石渡明著 徳　島　勝　幸 第 5号  81頁
「日本の公開買付け　制度と実証」  田中亘／森・濱田松本法律事務所編 大　崎　貞　和 第 6号  70頁
「企業価値向上のための財務会計リテラシー」  西川郁生編著 中　野　　　誠 第 6号  72頁
「日本の金融リスク管理を変えた10大事件」  藤井健司著 大　庭　昭　彦 第 6号  74頁
「ファイナンス法　金融法の基礎と先端金融取引のエッセンス」
  弁護士　酒井俊和著 徳　島　勝　幸 第 6号  76頁
「金融経済学」  清水克俊著 大　野　早　苗 第 7号  68頁
「変革迫られる年金運用―マイナス金利の衝撃―」  年金資産運用研究会編 菅　原　周　一 第 7号  70頁
「非伝統的金融政策―政策当事者としての視点―」  宮尾龍蔵著 沼　波　　　正 第 7号  72頁
「老後資金がショートする―米国に学ぶ破産回避法―」
  チャールズ・エリス／アリシア・マネル／アンドリュー・エストゥルース著
  玉木伸介監訳　遠山勳／村上正人訳 関　　　雄　太 第 7号  74頁
「企業法制の将来展望―資本市場制度の改革への提言（2017年度版）―」
  神作裕之責任編集　資本市場研究会編 小　立　　　敬 第 8号  75頁
「激論　マイナス金利政策」  日本経済研究センター編 沼　波　　　正 第 8号  77頁
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「バブル　日本迷走の原点」  永野健二著 大　浦　泰　宏 第 8号  79頁
「リスクと税制」  証券税制研究会編 吉　井　一　洋 第 9号  78頁
「企業価値の神秘―コーポレートファイナンス理論の思考回路―」  宮川壽夫著 光　定　洋　介 第 9号  80頁
「金利と経済―高まるリスクと残された処方箋―」  翁邦雄著 沼　波　　　正 第 9号  82頁
「2020年消える金融―しのびよる超緩和の副作用―」  高田創／柴崎健／大木剛著 河　田　　　剛 第10号  94頁
「インベスター・リレーションズの現状と課題
―企業情報開示における時間軸と外部評価の視点から―」  姜理恵著 大 崎 　 貞 和 第10号  96頁
「金融ジェロントロジー
―「健康寿命」と「資産寿命」をいかに伸ばすか―」  清家篤編著 大　庭　昭　彦 第10号  98頁
「企業・投資家・証券アナリスト　価値向上のための対話」
  日本証券アナリスト協会編 山　本　高　稔 第10号100頁
〔1〕「本音の株式投資―人気ストラテジスト直伝―」  井出真吾著
〔2〕「No.1アナリストがプロに教えている株の講義」  吉野貴晶著 河　田　　　剛 第11号  99頁
「デリバティブ取引の法務（第５版）」  福島良治著 森　本　祐　司 第11号101頁
「マクロとミクロの実証会計」  中野誠編著 石　川　博　行 第11号103頁
「アジアのフロンティア諸国と経済・金融」
  アジア資本市場研究会編（主査川村雄介） 河　西　洋　文 第12号  89頁
「ROE経営と見えない価値—高付加価値経営をめざして—」
  柳良平編著　兵庫真一郎／本多克行著 矢　澤　一　平 第12号  91頁
「錬金術の終わり—貨幣、銀行、世界経済の未来—」
  マーヴィン・キング著　遠藤真美訳 沼　波　　　正 第12号  93頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊
新　刊　紹　介 第 1号  87頁
新　刊　紹　介 第 2号  93頁
新　刊　紹　介 第 3号111頁
新　刊　紹　介 第 4号  90頁
新　刊　紹　介 第 5号  83頁
新　刊　紹　介 第 6号  78頁
新　刊　紹　介 第 7号  76頁
新　刊　紹　介 第 8号  81頁
新　刊　紹　介 第 9号  84頁
新　刊　紹　介 第10号102頁
新　刊　紹　介 第11号105頁
新　刊　紹　介 第12号  95頁

＊＊2016年度証券アナリストジャーナル賞＊＊
2016年度証券アナリストジャーナル賞 第 6号  79頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊
新役員の選任等 第９号  85頁

お知らせ
平成29年主要行事予定 第 1号  88頁
第492回理事会を開催しました 第 1号  88頁
当協会の各種申込における決済手段の変更について 第 1号  88頁
協会公式Facebookのご案内 第 1号  90頁
各種申込の決済手段を４月１日から変更します 第 3号112頁
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第76回運営委員会を開催しました 第 4号  91頁
第493回理事会を開催しました 第 4号  91頁
2017年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座を職場やお知り合いの方にぜひお勧めください 第 4号  91頁
第494回理事会を開催しました 第 7号  78頁
第45回定時総会を開催しました 第 7号  79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  79頁
第６回人事・報酬委員会を開催 第 8号  82頁
第495回理事会を開催しました 第 8号  82頁
臨時総会を開催します 第 8号  82頁
臨時総会を開催しました 第９号  87頁
第496回理事会を開催しました 第９号  87頁
会員の資格喪失についての公示 第 9号  87頁
メールの希望選択システム運用開始のお知らせ 第９号  87頁
第497回理事会を開催しました 第12号  96頁
2018年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受け付けています 第12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」）の申し込みを
受け付けています 第12号  97頁

委員会・研究会活動状況
平成29年度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112頁
平成29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106頁

トピックス
2016年９月のCIIA試験結果を公表しました 第 1号  90頁
10周年！第10回PBセミナー「同族内に後継者のいない事業承継」を開催しました 第 1号  90頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が京都で開催されました 第 1号  91頁
「福岡シンポジウム」を開催しました 第 1号  91頁
東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」へコメントを
提出しました 第 1号  92頁
「地区交流会」活動状況について 第 1号  92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  92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 1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 2号  94頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年12月まで）について 第 3号113頁
第23回SAAJセミナーを開催（１月23日） 第 3号114頁
「大阪シンポジウム」を開催しました 第 3号115頁
大阪で「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 3号115頁
第３回シニアPBサロンを開催しました 第 3号116頁
「地区交流会」活動状況について 第 3号116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116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117頁
CIIA®（国際公認投資アナリスト）2017年３月試験を実施しました 第 4号  92頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2016年秋）の結果について 第 4号  92頁
ASBJ「企業会計基準等に関する適用後レビューの計画策定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 4号  92頁
「地区交流会」活動状況について 第 4号  92頁
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講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第 4号  93頁
動画を協会ホームページに掲載しました 第 4号  94頁
第８回SAAJ国際セミナーを開催しました 第 5号  84頁
「CMA+PB資格紹介無料セミナー」を開催しました 第 5号  85頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  85頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  86頁
2017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  85頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年３月まで）について 第 6号  85頁
「地区交流会」活動状況について 第 6号  86頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号  86頁
４月８日開催CMA+PB資格紹介セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号  87頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号  87頁
2017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  79頁
2017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  79頁
ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会が香港で開催されました 第 7号  80頁
ASBJがリサーチ・ペーパー第３号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」を公表しま
した 第 7号  80頁
「地区交流会」活動状況について 第 7号  81頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 7号  81頁
動画を協会ホームページに掲載しました 第 7号  82頁
第17回夏期SAAJセミナーを開催（７月４日） 第 8号  83頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がフランクフルトで開催されました 第 8号  83頁
ASBJが「適用後レビューの計画策定に係る意見募集文書に寄せられたコメントへの対応の取りまと
め」を公表しました 第 8号  84頁
大学生向けイベント「就活、配活って何をすればいいの？」を開催しました 第 8号  84頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 8号  85頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 8号  85頁
2017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  88頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年６月まで）について 第 9号  88頁
ASBJ「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」等について意見書を提出しました 第９号  88頁
「IFAが変える資産形成提案ビジネスの未来を考える会」でシニアPB資格者が講演しました 第９号  89頁
「地区交流会」活動状況について 第９号  89頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 9号  89頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第９号  90頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 9号  90頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2017年春）の結果について 第10号103頁
第18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10号103頁
第11回PBセミナー「IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース」を開催しました 第10号104頁
第４回シニアPBサロンを開催しました　 第10号104頁
「地区交流会」活動状況について　　 第10号104頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第10号105頁
2017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107頁
協会ウェブサイトの継続学習メニューを改訂しました 第11号107頁
IASBディスカッション・ペーパー「開示に関する取組み—開示原則」について意見書を提出しまし
た 第11号108頁
「リスクに関するGIPSガイダンス・ステートメント」公開草案について意見書を提出しました 第11号108頁
第４回地区交流会全国会議を開催しました 第11号108頁
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講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第11号109頁
2017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  97頁
女性向けCMAイベント「ビジネス数字に強くなる！証券アナリスト資格（CMA）を知ろう」を
開催しました 第12号  97頁
名古屋で「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  98頁
明治大学との間で教育事業連携にかかる覚書を締結しました 第12号  98頁
ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）年次総会が東京で開催されました 第12号  99頁
ASIFフォーラム「フィンテックが資産運用業界に与える影響」が開催されました 第12号  99頁
ASBJ企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」等について意見書を
提出しました 第12号100頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第12号100頁

役員・顧問・委員・会員の異動
理事の異動 第 1号  93頁
委員の異動 第 1号  93頁
会員の異動 第 1号  94頁
委員の異動 第 2号  95頁
会員の異動 第 2号  95頁
委員の異動 第 3号117頁
会員の異動 第 3号117頁
委員の異動 第 4号  94頁
会員の異動 第 4号  95頁
委員の異動 第 5号  86頁
会員の異動 第 5号  86頁
顧問の異動 第 6号  88頁
委員の異動 第 6号  88頁
会員の異動 第 6号  89頁
委員の異動 第 7号  82頁
会員の異動 第 7号  83頁
顧問の異動 第 8号  86頁
委員の異動 第 8号  86頁
会員の異動 第 8号  86頁
顧問の異動 第 9号  91頁
委員の異動 第 9号  91頁
会員の異動 第 9号  94頁
委員の異動　 第10号106頁
会員の異動 第10号106頁
委員の異動 第11号109頁
会員の異動 第11号110頁
会員の異動 第12号101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11回 第１号100頁
第12回 第２号102頁
第13回 第３号122頁
第14回 第４号102頁
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第15回 第５号  94頁
第16回 第６号  96頁
第17回 第７号  88頁
第18回 第８号  92頁
第19回 第９号100頁
第20回 第10号114頁
第21回 第11号118頁
第22回 第12号108頁


