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新年にあたって 新　芝　宏　之 第 1号    2頁
新しい資格称号「日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）」について 新　芝　宏　之 第 3号    2頁

＊＊特　　　　　集＊＊
MiFIDⅡ導入後の状況と展望
解題 河　西　洋　文 第 1号    4頁
MiFIDⅡ／MiFIRの適用開始と欧州株式市場構造 川　本　隆　雄 第 1号    8頁
欧州におけるリサーチ費用のアンバンドリングの実態 菅　野　泰　夫 第 1号  18頁
（座談会）
MiFIDⅡが株式市場に与える影響を考える
  梅　野　淳　也、大　槻　奈　那、久　保　直　毅、神　山　直　樹 第 1号  28頁
＜第33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時代の働き方改革―企業とアナリストの取り組み―
  青　野　慶　久、佐々木　かをり、塩　原　邦　彦、山　本　高　稔 第 1号  47頁
地方銀行の経営戦略
解題 河　田　　　剛 第 2号    2頁
株式会社としての地方銀行
─環境認識と国際比較─ 吉　澤　亮　二 第 2号    5頁
地域金融機関をめぐる経営課題 小　野　有　人 第 2号  17頁
低採算貸出の増加と金融脆弱性
―金融システムレポートの分析から― 川　本　卓　司 第 2号  28頁
戦後地域金融機関モデルの転換と進化
―処方箋は地域商社化と信託機能の活用― 高　田　　　創、大　木　　　剛 第 2号  38頁
マルチファクターモデルとバリュエーション
解題 鈴　木　一　功 第 3号    4頁
マルチファクターモデルの実証的比較
─自己資本コスト推定への応用上の諸問題─ 竹　原　　　均 第 3号    8頁
マルチファクターモデルと株式のリターン
─投資家の立場から─ 日下部　義　明、髙　橋　盛一郎 第 3号  17頁
企業価値評価実務における各種リスクプレミアムの
利用状況について 明　石　正　道 第 3号  28頁
マルチファクターモデルの進展とプレディクテッド・ベータ 西　村　直　哉、長　澤　和　哉 第 3号  36頁
地球温暖化と株式市場
解題 佐々木　隆　文 第 4号    2頁
気候変動問題とESG投資 水　口　　　剛 第 4号    6頁
企業の環境パフォーマンスと財務パフォーマンス
―先行研究のサーベイ― 浅　野　礼美子 第 4号  16頁
新たな時代を迎えた自動車の電動化
―電動化の自動車メーカーへの影響と戦い方の変化― 小　澤　郁　夫 第 4号  26頁
気候変動に関する定性的情報開示と企業価値 田　中　優　希 第 4号  35頁
先端的金融IT技術の応用
解題 大　庭　昭　彦 第 5号    2頁
先端的金融IT技術を活用した資産運用業の現況と未来

小　粥　泰　樹、嶋　村　武　史、小　林　潤　史 第 5号    6頁
ESG格付のネットワーク構造が示す新しい企業戦略
―進化する、定性データの定量化技術―  饗　場　行　洋、伊　藤　　　健、井　辺　洋　平 第 5号  16頁
人工市場シミュレーションを用いた金融市場の規制やルールの議論 水　田　孝　信 第 5号  26頁
企業間取引ネットワーク構造を用いた企業活動予測 尾　﨑　順　一、高　安　美佐子 第 5号  36頁
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議決権行使
解題 矢　野　　　学 第 6号    2頁
スチュワードシップ・コードと機関投資家の役割
―スチュワードシップ活動における議決権行使の重要性― 上　田　亮　子 第 6号    6頁
議決権行使状況の開示について
―企業価値創造に向けた実効的な取組み― 井　口　譲　二 第 6号  16頁
議決権行使における企業年金の役割
―運用受託機関との対話力を高める方策― 久　保　俊　一 第 6号  29頁
議決権行使個別開示データの分析 円　谷　昭　一 第 6号  38頁
政治的不確実性がマーケットに及ぼす影響
解題 大　野　早　苗 第 7号    2頁
米中貿易戦争と経済的な影響 河　合　正　弘 第 7号    6頁
欧州の政治的混迷とマーケットへの影響 伊　藤　さゆり 第 7号  24頁
テキストデータを用いた政策不確実性の計測 伊　藤　　　新 第 7号  34頁
政策不確実性が資産価格に与える影響 熊　本　方　雄 第 7号  45頁
設備投資と株式市場―わが国の現状と今後の活性化を期待して─
解題 光　定　洋　介 第 8号    2頁
平成時代の日本の設備投資動向と第４次産業革命の到来 福　田　佳　之 第 8号    6頁
設備投資の収益性への反応はなぜ低下したのか
─長期パネルデータによる分析─ 小　川　一　夫 第 8号  16頁
研究開発投資に関する実証分析
─研究開発税制が企業行動に与える影響─ 川　口　真　一 第 8号  25頁
設備投資の情報開示に対する株式市場の評価
─メタ・アナリシスの手法による先行研究の証拠の統合的解釈─ 太　田　裕　貴 第 8号  35頁
デジタル化時代の新たな資産運用ビジネス―第10回SAAJ国際セミナーより―
解題 前　原　康　宏 第 9号    2頁
（基調講演）
日本の資産運用業界への期待 井　藤　英　樹 第 9号    6頁
（講演録）
アクティブ運用会社としての進化とイノベーション   ニコラス・S・トゥルーマン 第 9号  15頁
これからの投資信託の役割とは─投資文化の普及のために─ 藤　野　英　人 第 9号  20頁
（パネルディスカッション）
デジタル化時代の新たな資産運用ビジネス
  朝　倉　智　也、有　友　圭　一、柴　山　和　久、清　水　　　毅 第 9号  27頁
資本コストの新展開
解題 石　川　博　行 第10号    2頁
資本コストと企業経営 砂　川　伸　幸 第10号    6頁
同時逆算手法を用いたインプライド
株主資本コストの推定と実証研究への適用 太　田　裕　貴 第10号  19頁
会計ファンダメンタルズと株主資本コスト 髙　須　悠　介 第10号  29頁
対数線形・現在価値法に基づく事業の資本コスト  小　野　慎一郎、村　宮　克　彦 第10号  39頁
成長資金供給と官民ファンドの期待役割再考
解題 菅　原　周　一 第11号    3頁
成長資金供給と官民ファンド―期待と課題― 中　里　幸　聖 第11号    7頁
ベンチャー支援官民ファンドの意義と課題 鈴　木　正　明 第11号  16頁
ファンドを通じたベンチャー・中小企業支援の現状と課題
―東京都の取組み― 磯　田　篤　岐 第11号  26頁
法制面からの官民ファンド分析 石　田　幹　人 第11号  33頁
アナリストの未来
解題 北　川　哲　雄 第12号    2頁
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（座談会）
拡張するアナリストの社会的役割
  関　　　篤　史、山　崎　雅　也、山　本　高　稔、北　川　哲　雄 第12号    6頁
企業経営者とのエンゲージメントを担うバイサイドアナリストの役割
─いかにして経営者との相互スチュワードシップ関係を構築するのか─

木　下　靖　朗、森　田　　　充 第12号  26頁
ESGアナリストの可能性 近　江　静　子 第12号  39頁
＜第34回日本証券アナリスト大会＞
「東京五輪後の日本～サステナブルな成長を目指して～」
開会の辞 新　芝　宏　之 第11号  43頁
証券アナリストジャーナル賞表彰 川　北　英　隆 第11号  46頁
ディスクロージャー優良企業表彰 許　斐　　　潤 第11号  49頁
（記念講演）
Ⅰ ハードルを越える 為　末　　　大 第12号  49頁
Ⅱ 航空会社の社会的責任 植　木　義　晴 第12号  59頁
（所感）
第34回日本証券アナリスト大会を終えて 成　瀬　順　也 第12号  66頁

＊＊特　別　掲　載＊＊
金融イノベーションと金融サイエンス
―資産運用の在り方と低金利環境へのチャレンジ―  ロバート・マートン、本　多　俊　毅 第 3号  46頁
世界経済の現状と展望 中　田　勝　紀 第 7号  75頁
物価目標政策の意義と課題 渡　辺　　　努 第 8号  63頁

＊＊展　　　　　望＊＊
機械学習の経済分析への利用―近年の発展 大　橋　和　彦 第 1号  61頁
金融商品会計基準の改正をめぐって 小宮山　　　賢 第 2号  51頁
動的資産配分に期待される確度について 坂　巻　敏　史 第 3号  54頁
AI、ビッグデータとクオンツ運用 伊　藤　敬　介 第 4号  44頁
M&Aの企業価値評価をめぐる最近の論点
―アルプス電気とアルパインの経営統合を題材に― 鈴　木　一　功 第 5号  44頁
大学法人の資産運用動向 河　田　　　剛 第 6号  47頁
情報技術の進展と資産運用 高　橋　大　志 第 7号  55頁
カバー付き金利平価からの乖離に関する考察 大　野　早　苗 第 8号  46頁
ETFの活用と指数をめぐる諸課題 矢　野　　　学 第 9号  38頁
歴史に学ぶ人口減少社会と豊かな経済の実現 光　定　洋　介 第10号  51頁
日本の財政の現状と取り組むべき課題 内　田　　　稔 第11号  50頁
医療積立口座の可能性 野　村　亜紀子 第12号  68頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊
信用取引ファクターの研究とファクター投資への応用
  関　口　　　将、石　山　健　司、玉　井　優　介 第 1号  66頁
財政危機と日本の政治経済―「財政破綻後」を展望する― 小　林　慶一郎 第 2号  57頁
フィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取組み 高　野　浩　一 第 3号  58頁
ツイート・センチメントとクラウドによる利益予想
―決算発表前後における貴重な情報源として―
  Jim Kyung-Soo Liew、Shenghan Guo、Tongli Zhang、高　山　裕　一 第 4号  50頁
制度開示のパラダイムシフト
―有価証券報告書における実質的な記述情報の拡充― 大　瀧　晃　栄 第10号  57頁
国債・レポ取引の決済期間短縮と清算リスク管理 佐々木　隆　雄、上　野　　　昂 第11号  55頁
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ビッグデータと人工知能を用いたファイナンス研究の展開 和　泉　　　潔 第12号  75頁

＊＊資本コストと企業価値評価シリーズ＊＊
資本コストとは 新　井　富　雄 第 5号  51頁
株式の資本コストの推定方法 新　井　富　雄 第 6号  52頁
資本コスト推定の実際（その１） 新　井　富　雄 第 7号  61頁
資本コスト推定の実際（その２） 新　井　富　雄 第 8号  52頁
企業の収益性、資本コストと企業価値評価 新　井　富　雄 第 9号  43頁

＊＊視　　　　　点＊＊
日本人と為替レート 長　井　滋　人 第 1号  77頁
幸せな超長寿社会を目指して 松　本　浩　司 第 2号  67頁
「PEOPLE FIRST」ダイバーシティとグローバル視点 魚　谷　雅　彦 第 3号  68頁
好きやねん大阪 渥　美　恭　弘 第 4号  63頁
ドラマ「セカンドバージン」と総合取引所 森　本　　　学 第 5号  61頁
オプティムが目指すAI・IoTの世界 菅　谷　俊　二 第 6号  63頁
足元の米国クレジット市場の変化に思うこと 大　類　雄　司 第 7号  88頁
いのちを救うバードアイ 島　村　秀　樹 第 8号  74頁
期待リターンレベルの再認識
―目線を上げて、視野を広く！― 寺　﨑　　　宏 第 9号  56頁
日本人のグローバル化は進んでいる？ 渥　美　恭　弘 第10号  67頁
仕事創発価値 若　山　陽　一 第11号  67頁
これからの企業価値とダイバーシティの関係 佐々木　かをり 第12号  84頁

＊＊論　　　　　文＊＊
不正会計開示に対する株価反応要因の実証分析 尾　関　規　正 第 3号  72頁
株主構成の変化が地域銀行の経営に与える影響 北　村　冨　行、小　島　早都子 第 4号  67頁
日本企業の人材投資効率と株主価値 石　川　　　康、長谷川　恭　司 第 6号  67頁
経営者の在任期間と予想イノベーション  石　田　惣　平、蜂　谷　豊　彦 第９号  60頁
決算短信に対するXBRL適用と投資家による情報処理
─適用前後の株価ドリフトの分析─ 金　　　奕　群 第９号  73頁
ESG開示スコアとパフォーマンス  湯　山　智　教、白　須　洋　子、森　平　爽一郎 第10号  72頁
株主総会における議決権行使の重要性について
─取締役選任議案の実証分析─ 淺　田　一　成、山　本　　　零 第11号  71頁
経営者交代後の在職期間と設備投資の関連性 太　田　裕　貴 第12号  88頁

＊＊研究ノート＊＊
イノベーションと金融―金融市場と株主の役割― 朝　岡　大　輔 第 3号  85頁
金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率 水　門　善　之、内　山　朋　規 第 6号  80頁
Fama-French 3ファクターの構築ルール
―情報開示の早期化と東証プレミアム市場創設の影響― 竹　原　　　均 第12号  99頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊
「実践　金融データサイエンス―隠れた構造をあぶり出す６つのアプローチ―」
  三菱UFJトラスト投資工学研究所編 吉　野　貴　晶 第 1号  81頁
「大学・財団のためのミッション・ドリブン・インベストメント」  川原淳次著 山　内　英　貴 第 1号  83頁
「Corporate Governance and Value Creation in Japan
―Prescriptions for Boosting ROE―」  Ryohei Yanagi著 北　川　哲　雄 第 1号  85頁
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「金融政策に未来はあるか」  岩村充著 沼　波　　　正 第 2号  71頁
「金融とITの政策学―東京大学で学ぶFinTech・社会・未来―」
  神作裕之／小野傑／湯山智教編 河　西　洋　文 第 2号  73頁
「Corporate Social Responsibility and Corporate Finance in Japan」
  Megumi Suto ／ Hitoshi Takehara著 川　北　英　隆 第 2号  75頁
「適時開示の理論・実務」  久保幸年著 原　田　喜美枝 第 3号  94頁
「ESG投資の研究―理論と実践の最前線―」  加藤康之編著 伊　藤　敬　介 第 3号  96頁
「人生100年時代の資産管理術」
  モシェ・ミレブスキー著　鳥海智絵監訳　野村證券ゴールベース研究会訳 菅　原　周　一 第 3号  98頁
「インデックス投資は勝者のゲーム─株式市場から利益を得る常識的方法─」
  ジョン・C・ボーグル著　長尾慎太郎監修　藤原玄訳 菅　原　周　一 第 4号  79頁
「アメリカ経済　成長の終焉〈上〉〈下〉」
  ロバート・J・ゴードン著　高遠裕子／山岡由美訳 河　田　　　剛 第 4号  81頁
「キャッシュレス経済—21世紀の貨幣論—」  川野祐司著 福　本　勇　樹 第 4号  83頁
「金融危機と対峙する「最後の貸し手」中央銀行
―破綻処理を促す新たな発動原則の提言：バジョットを超えて―」  木下智博著 沼　波　　　正 第 5号  65頁
「オーナー経営はなぜ強いのか？
─企業を成長させるコーポレートガバナンス戦略─」  藤田勉／幸田博人著 米　田　　　隆 第 5号  67頁
「社会的共通資本の外部性制御と情報開示
─統合報告・認証・監査のインセンティブ分析─」  越智信仁著 大　森　　　明 第 5号  69頁
「中央銀行―セントラルバンカーの経験した39年―」  白川方明著 内　田　　　稔 第 6号  90頁
〔１〕「決定版　銀行デジタル革命―現金消滅で金融はどう変わるか―」
  木内登英著
〔２〕「デジタルイノベーションと金融システム」  木下信行著 河　田　　　剛 第 6号  92頁
「財務制限条項の実態・影響・役割―債務契約における会計情報の活用―」
  中村亮介／河内山拓磨著 安　田　行　宏 第 6号  94頁
「金融正常化へのジレンマ」  岩田一政／左三川郁子／日本経済研究センター編著 沼　波　　　正 第 7号  93頁
「市場サイクルを極める―勝率を高める王道の投資哲学―」
  ハワード・マークス著　貫井佳子訳 大　庭　昭　彦 第 7号  95頁
「最適投資戦略―ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践―」
  小松高広著　津田博史監修 伊　藤　敬　介 第 7号  97頁
「ヘッジファンドのアクティブ投資戦略―効率的に非効率な市場―」
  ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン著　内山朋規／角間和男／浦壁厚郎訳 坂　巻　敏　史 第 8号  78頁
「投資信託の世界」  杉田浩治著 金　子　　　久 第 8号  80頁
「金融機関のためのマネジメント・アカウンティング
―IFRSとRAFによる統合リスク管理の進化―」  谷守正行／吉田康英著 光　定　洋　介 第 8号  82頁
「日本版ビッグバン以後の金融機関経営
―金融システム改革法の影響と課題―」  山沖義和／茶野努編著 小　立　　　敬 第 9号  83頁
「アメリカ金融仲介システムの動態」  神野光指郎著 沼　田　優　子 第 9号  85頁
「理系人材のための金融経済リテラシー」  岡野武志／太田珠美著 菅　原　周　一 第 9号  87頁
「統計と日本社会―データサイエンス時代の展開―」  国友直人／山本拓編 岡　田　克　彦 第10号  84頁
「企業法制の将来展望―資本市場制度の改革への提言（2019年度版）―」
  神田秀樹責任編集　資本市場研究会編 原　田　喜美枝 第10号  86頁
「OTCデリバティブ規制改革とFMI原則
―清算集中義務・マージン規制からCCPの再建・破綻処理まで―」  羽渕貴秀著 大　橋　和　彦 第10号  88頁
「サステナブル経営と資本市場」  北川哲雄／佐藤淑子／松田千恵子／加藤晃著 光　定　洋　介 第11号  82頁
「フェア・ディスクロージャー・ルールブック」  黒沼悦郎／吉川純／大和総研著 原　田　喜美枝 第11号  84頁
「アメリカの大学の豊かさと強さのメカニズム
―基本財産の歴史、運用と教育へのインパクト―」  長野公則著 河　田　　　剛 第11号  86頁
「ROEを超える企業価値創造」  柳良平／広木隆／井出真吾著 中　野　　　誠 第12号108頁
「世界経済、最後の審判―破綻にどう備えるか―」  木内登英著 坂　巻　敏　史 第12号110頁
「Principles of Financial Regulation」  John Armourほか著 大久保　良　夫 第12号112頁
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＊＊新　刊　紹　介＊＊
新　刊　紹　介 第 1号  87頁
新　刊　紹　介 第 2号  77頁
新　刊　紹　介 第 3号100頁
新　刊　紹　介 第 4号  85頁
新　刊　紹　介 第 5号  71頁
新　刊　紹　介 第 6号  96頁
新　刊　紹　介 第 7号  99頁
新　刊　紹　介 第 8号  84頁
新　刊　紹　介 第 9号  89頁
新　刊　紹　介 第10号  90頁
新　刊　紹　介 第11号  88頁
新　刊　紹　介 第12号114頁

＊＊2018年度証券アナリストジャーナル賞＊＊
2018年度証券アナリストジャーナル賞 第 6号  97頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊
新役員の選任等 第９号  90頁

お知らせ
2019年主要行事予定 第 1号  88頁
東京開催の講演会参加料を電子マネーでお支払いいただけます 第 3号101頁
第78回運営委員会を開催しました 第 4号  86頁
第501回理事会を開催しました 第 4号  86頁
2019年度証券アナリスト第１次レベル講座を職場やお知り合いの方にお勧めください 第 5号  72頁
スクーリング（「証券分析のための数学入門講座」、「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ
初級講座」）の申込みを受け付けています 第 6号103頁
第502回理事会を開催しました 第 7号100頁
第47回定時総会を開催しました 第 7号100頁
７月22日（月）に、シンポジウム「地球温暖化と金融資本市場」を開催します 第 7号101頁
当協会はTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同しました 第 7号101頁
第７回人事・報酬委員会を開催 第 8号  85頁
第503回理事会を開催しました 第 8号  85頁
 臨時総会を開催します 第 8号  85頁
臨時総会を開催しました 第 9号  92頁
第504回理事会を開催しました 第 9号  92頁
会員の資格喪失についての公示 第 9号  92頁
第505回理事会を開催しました 第12号115頁
2020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115頁

研究会活動状況
2019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  89頁
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トピックス
「名古屋シンポジウム」を開催しました 第 1号  88頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・臨時総会がブエノスアイレスで開催されました 第 1号  90頁
ASBJ「金融商品に関する会計基準の改正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 1号  90頁
IFRS財団基準諮問会議の当協会推薦委員が交代 第 1号  90頁
当協会が提案した開示の充実を図る会計基準の開発がスタート 第 1号  91頁
「地区交流会」活動状況について 第 1号  91頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 1号  91頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第 1号  92頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 1号  92頁
GIPS基準2020年版公開草案について意見書を提出しました 第 2号  78頁
IASB・DP「資本の特徴を有する金融商品」について意見書を提出しました 第 2号  78頁
講演会要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 2号  78頁
第25回SAAJセミナーを開催（１月22日） 第 3号101頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2018年12月まで）について 第 3号102頁
「大阪シンポジウム」を開催しました 第 3号102頁
大阪で初　PBセミナー in大阪を開催しました 第 3号103頁
IFRS財団トラスティの新議長が当協会に来訪 第 3号103頁
「地区交流会」の活動状況について 第 3号104頁
講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第 3号104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 3号104頁
CIIA（国際公認投資アナリスト）2019年３月試験を実施しました 第 4号  86頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2018年秋）の結果について 第 4号  87頁
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 4号  87頁
事業承継シンポジウムを開催しました 第 4号  88頁
「地区交流会」の活動状況について 第 4号  89頁
講演会要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 4号  89頁
第25回SAAJセミナー要旨・動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第 4号  89頁
PB関連セミナーの要旨・動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第 4号  90頁
ASBJ「時価の算定に関する会計基準（案）」等について意見書を提出しました 第 5号  72頁
「地区交流会」の活動状況について 第 5号  73頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  73頁
第10回SAAJ国際セミナーを開催しました 第 5号  74頁
2019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
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2019年３月まで）について 第 6号104頁
「地区交流会」の活動状況について 第 6号104頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号105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105頁
2019年証券アナリスト第２次試験を実施しました 第 7号101頁
2019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101頁
2019年証券アナリスト第１次春試験の結果を公表しました 第 7号102頁
 IASBのフーガーホースト議長が来訪 第 7号102頁
「地区交流会」の活動状況について 第 7号102頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 7号103頁
読売新聞女性サイト「OTEKOMACHI大手小町」に女性CMAのインタビュー記事広告のシリーズ掲
載を開始しました 第 7号103頁
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雑誌・ウェブサイト「PRESIDENT  WOMAN」に女性CMAのインタビュー記事広告を掲載しました 第 7号103頁
第19回夏期SAAJセミナーを開催（７月３日） 第 8号  86頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がマドリードで開催されました 第 8号  86頁
GIPS（グローバル投資パフォーマンス基準）2020年版：確定版の公表 第 8号  87頁
名古屋市にて東海地区交流会創設10周年記念講演を開催 第 8号  87頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 8号  87頁
読売新聞女性サイト「OTEKOMACHI大手小町」で女性CMAインタビュー記事広告のシリーズ掲載
を掲載中です 第 8号  88頁
2019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  92頁
プライベートバンカー（PB）資格認定者（2019年６月末）について 第 9号  93頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 9号  93頁
シンポジウム「地球温暖化と金融資本市場」を開催しました 第 9号  93頁
企業分析ワークショップ「現役アナリストが教える、ビジネス数字力の磨きかた」を開催しました 第 9号  94頁
第二新卒者向けキャリアセミナーを開催しました 第 9号  94頁
読売新聞女性サイト「OTEKOMACHI大手小町」で女性CMAインタビュー記事広告のシリーズ掲載
を掲載中です 第 9号  95頁
アジア証券・投資アナリスト連合会（ASIF）年次総会、FINSIAサミットがメルボルンで開催されま
した 第10号  91頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2019年春）の結果について 第10号  92頁
「地区交流会」の活動状況について　　 第10号  92頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第10号  92頁
第19回夏期SAAJ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10号  93頁
大学生向け就活ワークショップを開催しました 第10号  93頁
2019年証券アナリスト第１次秋試験を実施しました 第11号  90頁
第６回地区交流会全国会議を開催しました 第11号  90頁
「地区交流会」の活動状況について 第11号  91頁
第20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  91頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第11号  91頁
2019年証券アナリスト第１次秋試験の結果を公表しました 第12号116頁
松山市にて松山シンポジウムを開催しました 第12号116頁
「地区交流会」の活動状況について 第12号116頁
プライベートバンカー（PB）資格認定者について（2019年９月末） 第12号117頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第12号117頁
セミナーの動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第12号117頁

顧問・委員・会員の異動
委員の異動 第 1号  92頁
会員の異動 第 1号  93頁
委員の異動 第 2号  79頁
会員の異動 第 2号  79頁
委員の異動 第 3号105頁
会員の異動 第 3号106頁
会員の異動 第 4号  90頁
委員の異動 第 5号  75頁
会員の異動 第 5号  76頁
顧問の異動 第 6号107頁
会員の異動 第 6号107頁
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顧問の異動 第 7号104頁
委員の異動 第 7号104頁
会員の異動 第 7号104頁
顧問の異動 第 8号  88頁
委員の異動 第 8号  88頁
会員の異動 第 8号  90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  97頁
委員の異動　 第10号  93頁
会員の異動 第10号  94頁
委員の異動 第11号  92頁
会員の異動 第11号  93頁
委員の異動 第12号118頁
会員の異動 第12号118頁

訃報 第11号  94頁


