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協会からのご案内協会からのご案内

１　協会だより

２　当協会発行・編集出版物

３　当協会の国際連携のご紹介

１．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

　当協会ディスクロージャー研究会（座長 許斐潤氏）は、平成27年度の「証券アナリストによるディ

スクロージャー優良企業選定（第21回）」について、次の要領で実施することとしました。

　同研究会では、今回も各対象業種等に精通された証券アナリストの方々の積極的なご協力を期待して

います（26年度のスコアシート記入アナリスト延べ521名）。

　平成27年度の評価対象業種は、26年度に比べ２業種（食品、機械）少ない14業種です（対象企業247社）。

　また、17年度から評価対象として新たに取り上げた、新興市場銘柄および個人投資家向け情報提供に

おける優良企業選定も継続して実施することにしています。

○ ディスクロージャー優良企業選定

業種 対象企業数 評価項目数 業種 対象企業数 評価項目数

建設・住宅・不動産 16 23 運輸 20 22

化学・繊維 18 23 通信・インターネット 13 22

医薬品 19 22 商社 7 17

石油・鉱業 7 21 小売業 18 24

鉄鋼・非鉄金属 14 22 銀行 14 19

電気・精密機器 23 20 コンピューターソフト 13 26

自動車・同部品・タイヤ 20 31 新興市場銘柄 30 10

電力・ガス 15 18
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１．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

２．トピックス：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／第21回SAAJセミナ

ーの開催／大阪シンポジウムの開催／講演会要旨／震災義援金に関するご報告とお礼

３．委員・会員の異動
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○ 個人投資家向け情報提供における優良企業選定は、上記の業種別等各15部門のそれぞれの評価結果上

位企業の合計30社（予定）を対象候補とし、このうち平成27年６月までの前１年間に、「個人投資家

向け会社説明会」を開催している企業を「評価対象企業」として最終選定し、実施します。

○選定調査の実施日程

・対象企業宛て評価項目および配点一覧等の送付・・・・・・・・　２月下旬

・スコアシート記入アナリストの資格照会調査・・・・・・・・・　４月上旬～４月末頃まで

・記入アナリストへのスコアシートの発送・・・・・・・・・・・　５月下旬

・スコアシートの回収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６月末頃まで

・スコアシートの集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７月中旬～８月上旬

・各専門部会による集計結果の取りまとめ・・・・・・・・・・・　８月中旬～９月上旬

・ディスクロージャー研究会における最終決定・・・・・・・・・　９月中旬

・ディスクロージャー優良企業選定結果公表・・・・・・・・・・　10月初旬

２．トピックス

▲

�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

　ASBJ（企業会計基準委員会）は、2014年11月21日に、実務対応報告公開草案第43号（実務対応報告

第31号の改正案）「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）」を公表し、各界からの意見を募集しました。当協会企業会計研究会では、

これに対応して意見書を取りまとめ、2015年１月21日にASBJに提出しました。

　詳細は、当協会ホームページ：企業会計をご覧ください。
▲

�第21回SAAJセミナー「コーポレートガバナンスと企業パフォーマンス

の改善」を開催しました

　第21回SAAJセミナー「コーポレートガバナンスと企業パフォーマンスの改善」を１月21日（水）

13:30 ～ 17:00に当協会第１セミナールームで開催しました。

　セッション1．日本のコーポレートガバナンス改革への期待（講師：スコット　キャロン氏）

　セッション2． コーポレートガバナンスと企業の価値―世界の投資家サーベイの示唆と資本生産性の

論点―（講師：柳良平氏）

　セッション3． セッション１、２を踏まえた上でのパネルディスカッション（モデレーター：堀江貞

之氏、パネリスト：スコット　キャロン氏、柳良平氏）
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▲

�「大阪シンポジウム」を開催しました

・開催日、場所　：１月30日（金）大阪銀行協会　

・テーマ　　　　： 「金融緩和政策と成長戦略が日

本・関西経済へどのような影響

を与えるか？

　　　　　　　　　 ―政策当局関西トップが論じ

合う日本と地域のいま、そして

未来―」

・パネリスト　　：関総一郎氏（ 経済産業省近畿経

済産業局長）

　　　　　　　　　 宮野谷篤氏（日本銀行理事大阪支店長）

・モデレーター　：宮本昭彦氏（日本経済新聞社執行役員大阪本社編集局長）

・参加者　　　　：249名

　シンポジウム終了後に懇親パーティーを開催

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

　①「更なる円安は日本経済にとってプラスか？」（12月３日開催）

　　講師：佐々木融氏　CMA（JPモルガン・チェース銀行　債券為替調査部長）

　　（当ジャーナル３月号にも掲載）

　②「名古屋シンポジウム　三本の矢のインパクト：日本経済と東海地区経済はどう変わるか？」

　　　（12月５日開催）

　　講師：井内摂男氏　（中部経済産業局長）

　　　　　梅森　徹氏　（日本銀行　名古屋支店長）

　　　　　長谷川浩一氏（東海財務局長）

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員、および法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ「セ

ミナー・講演会・大会」の「要旨一覧」から無料で閲覧・ダウンロードできます。非会員の方も有料

で閲覧・ダウンロードできます。

▲

�震災義援金に関するご報告とお礼

　東北地方太平洋沖地震被災者支援のための義援金として、今般、当協会会員の江良嘉則様から10,000

円のご寄附があり、ご希望により宮城県に拠出しましたのでご報告します。ご協力に厚くお礼申しあげます。

　なお、義援金の拠出額は今回分を含め、累計で2,459万円となります。

問合せ先　経理部長　関口幸男（電話03-3666-1630）



92� 証券アナリストジャーナル　2015.�3

協会からのご案内

３．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動

○投資パフォーマンス基準委員会委員の交代（２月１日）

　　　退　　任　　伊藤　志保　　　新日本有限責任監査法人（検定会員）

　　　　 同 　　　藤林　　宏　　　日本証券アナリスト協会（検定会員）

　　　就　　任　　高橋　真由美　　新日本有限責任監査法人　

○第30回　日本証券アナリスト大会実行委員会（２月19日）

　　　委 員 長　　三浦　和晴　　SMBC日興証券

　　　副委員長　　許斐　　潤　　野村證券（検定会員）

　　　委　　員　　朝倉　香織　　第一生命保険（検定会員・CIIA）

　　　　 同 　　　岩元　泰晶　　岡三証券（検定会員）

　　　　 同 　　　内山　雅浩　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（検定会員）

　　　　 同 　　　梅澤　　孝　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券

　　　　 同 　　　川嶋　宏樹　　SMBC日興証券（検定会員）

　　　　 同 　　　 子　哲也　　みずほ銀行

　　　　 同 　　　五明　　剛　　明治安田生命保険（検定会員）

　　　　 同 　　　瀬戸　　浩　　りそな銀行（検定会員）

　　　　 同 　　　相馬　正欣　　三井住友信託銀行（検定会員）

　　　　 同 　　　中尾　慎吾　　大和証券（検定会員）

　　　　 同 　　　長野　義隆　　三菱UFJ信託銀行（検定会員）

　　　　 同 　　　林　　広志　　三菱UFJ投信（検定会員）

　　　　 同 　　　水元　英正　　みずほ証券（検定会員）

　　　　 同 　　　山本　恵嗣　　JPモルガン・アセット・マネジメント

　　　　 同 　　　陸　　　瑩　　野村アセットマネジメント（検定会員）

　　　　 同 　　　渡辺　勇仁　　大和証券投資信託委託（検定会員）

○産業研究会（２月３日）

　　　退　　任　　森　　　清　　岡三証券（検定会員）

　　　就　　任　　森田　正司　　岡三証券（検定会員）
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○ディスクロージャー研究会（１月26日）

・専門部会

　（通信・インターネット）

　　　就　任　　　岩佐　慎介　　みずほ証券（検定会員）

　　　　同　　　　前田　栄二　　SMBC日興証券（検定会員）

▲

�会員の異動

○新入会者（平成27年１月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）

　　　検 定 会 員

○退会・会員資格喪失（平成27年1月中、五十音順）

　定款第12条第1項第1号による退会・会員資格喪失

＜会費完納者＞

検定会員 秋山　誠 伊豆原　孝 岩本　祐介 永島　竜郎 小澤　真也 小田　英扶

桂　幹洋 河野　芳隆 小島　美樹子 佐藤　吉弘 澤津　武 塩澤　聡

清水　正彦 生部　まゆこ 白井　淳一郎 鈴木　淳二郎 高松　誠実 内藤　佑介

中元　克美 中山　裕樹 原田　武志 播磨　久司 馬場　美佐子 東　伸之

福島　俊一 松本　政弘 間野　俊夫 三谷　慶久 三宅　秀樹 山下　壮太郎

山中　崇 渡邉　輝征 渡辺　史人

○会員状況（平成27年１月31日現在）

個人会員 （検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

26,221 （26,143） （78） 229 182 （154） （28） 26,632

足立　周一

石水　佳子

稲岡　枝里子 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

岩崎　正一 株式会社三井住友銀行

遠藤　文大 株式会社　池田泉州銀行

岡崎　明 野村證券株式会社

岡田　憲治 東海東京シンガポール

岡本　慎也 みずほ証券株式会社

後藤　頼友 野村證券株式会社

柴田　一郎 むさし証券株式会社

白水　純平

鈴木　友孝

高藤　顕広

田村　淳 カシオ計算機株式会社

鳥居　剛 オリックス株式会社

西村　公宏

宮崎　玲子 みずほ投信投資顧問株式会社

吉満　貴 みずほ証券株式会社

渡邉　貴豊 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

渡邉　唯一 三井住友信託銀行株式会社
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マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法

　協会ホームページ「会員関連」の「WEB移行登録の申込み（検定会員・一般会員）」から手続き

■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）

⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード／会社説明会・講演会・セミナーの要旨閲覧（無料）

⑵講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）

⑶会社説明会、講演会・セミナーの簡易申込みが可能（連絡先等が入力不要）

⑷年会費のクレジットカード支払や入金状況の確認が可能

⑸インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能

⑹CMA・CCMAを対象とした継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411　FAX：03-3666-5843

個人会員の皆さまへ


