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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．お知らせ

▲

�「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

　「証券分析のための数学入門講座」を11月28日（土）と12月５日（土）に開催します。受講者のみな

らず、再学習をお考えの検定会員の方にも広くお勧めします。

　詳細は、協会ホームページ：講座・試験＞スクーリングをご覧ください。

▲

�「会社説明会」の名称を「IRミーティング」と「IRセミナー」に変更

します

　協会では現在、アナリストを中心とした会員向けの会社説明会と一般の個人投資家向けの会社説明会

をそれぞれ開催していますが、11月以降は前者については「IRミーティング」に、後者については「IR

セミナー」に名称変更します。

▲

�「IRミーティング」の音声データを即日公開します（希望企業のみ）

　協会では、会社説明会（「IRミーティング」に名称変更予定）の要旨を協会ホームページに掲載して

いますが、作成にある程度日数を要するため、速報性という面では会員のニーズに応えることができて

いませんでした。そこで10月以降、開催企業が希望した場合は、当日録音した音声データ（質疑応答部

分を除く）を即日ホームページ上で公開することとしました。なお、要旨が出来上がった段階で音声デ

ータは削除し、要旨の掲載に切り替えます。
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１．お知らせ：「証券分析のための数学入門講座」のご案内／「会社説明会」の名称変更につ

いて／「IRミーティング」の音声データ即日公開について

２．トピックス：講演会要旨

３．委員・会員の異動
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２．トピックス

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

① 「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）』につ

いて」（７月８日開催）

　　講師：小賀坂敦氏（企業会計基準委員会（ASBJ）副委員長）

　　　　　前田啓氏　（企業会計基準委員会（ASBJ）ディレクター（日本基準担当））

②「「出口」局面に向けての政策運営をめぐる課題」（７月17日開催）

　　講師：河村小百合氏（日本総合研究所 調査部 上席主任研究員）

③「欧州グローバルトップの競争力の源泉に学ぶ」（７月27日開催）

　　講師：中村正嗣氏　CMA・CIIA（みずほ銀行 産業調査部 調査役）

④「コーポレートガバナンス改革実装元年―何が変わったのか―」（７月29日開催）

　　講師：引頭麻実氏　CMA（大和総研 常務執行役員 調査本部 副本部長）

⑤「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」（８月３日開催）

　　講師：関口智和氏（企業会計基準委員会（ASBJ）委員）

　　　　　紙谷孝雄氏（企業会計基準委員会（ASBJ）ディレクター（総括担当））

⑥「社外取締役の立場から見た、課題と期待」（８月18日開催）

　　講師：藤沢久美氏（シンクタンク・ソフィアバンク 代表）

◆ 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。

３．委員・会員の異動（敬称略）
▲

�委員の異動

○運営委員会（８月28日）

　委員の任期（２年）が８月５日をもって満了となり、次の方々に委員の委嘱を行いました（○印は新任）。

委 員 長 ○猿 田　　 隆 野村アセットマネジメント（検定会員）　

副委員長 ○佐 藤 淑 子 日本IR協議会（検定会員）

委 員 伊 藤 敏 憲 伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー（検定会員）

〃 岡 野　　 進 大和総研（検定会員）

〃 城 山 昌 樹 SMBC日興証券（検定会員）

〃 ○住 田 直 伸 みずほ総合研究所（検定会員）

〃 徳 竹 明 士 UBSグローバル・アセット・マネジメント（検定会員）

〃 橋 本 泰 久 日証金信託銀行

〃 菱 田 賀 夫 三井住友信託銀行（検定会員）



96� 証券アナリストジャーナル　2015.10

協会からのご案内

〃 ○山 下 敏 彦 明治安田生命保険

 以上10名
○規律委員会（８月28日）

　委員の任期（２年）が８月５日をもって満了となり、次の方々に委員の委嘱を行いました（○印は新任）。

委 員 長 蔵 元 康 雄 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス（検定会員）

委 員 浅 岡 泰 史 オフィス　カジワラ　1600

〃 石 坂 昌 美 （検定会員）

〃 岩 渕 康 哉 第一生命保険（検定会員）

〃 大久保　良　夫 投資信託協会

〃 大 関　　 洋 日本生命保険（検定会員）

〃 岡 野　　 進 大和総研（検定会員）

〃 岡 本 純 一 三菱UFJ信託銀行

〃 海 津 政 信 野村證券（検定会員）

〃 鹿 毛 雄 二 ブラックストーン・グループ・ジャパン

〃 ○片野坂　親　二 前　日本証券アナリスト協会

〃 亀 田 雅 博 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

〃 白 川 祐 司 元　あおぞら銀行

〃 鈴 木　　 治 サーク事務所（検定会員）

〃 滝 本 豊 水 西村あさひ法律事務所

〃 津 村 直 美 みずほ証券（検定会員）

〃 ○森 本　　 学 日本証券業協会

〃 山 田 正 次 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ

〃 山 本 高 稔 東京エレクトロン、富士重工業（検定会員）

 以上19名
○人事・報酬委員会（８月28日）

　委員の任期（２年）が８月５日をもって満了となり、次の方々に委員の委嘱を行いました（○印は新任）。

委 員 長 藍 澤 基 彌 藍澤證券（検定会員・CIIA）

委　　員 海 津 政 信 野村證券（検定会員）

〃 ○小 林 英 三 日本証券金融（検定会員・CIIA）

〃 菱 田 賀 夫 三井住友信託銀行（検定会員）

〃 増　井　喜一郎 日本証券経済研究所

 以上５名

○ディスクロージャー研究会（９月15日）

・専門部会

　（電気・精密機器）

　　　退　任　　　桂　　　竜　輔　　SMBC日興証券（検定会員）
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○資金運用諮問会議（８月28日）

　委員の任期（２年）が８月５日をもって満了となり、次の方々に委員の委嘱を行いました（全員再任）。

座　　長 新 井 富 雄 東京大学（検定会員）

委　　員 小 林 信 介 資本市場振興財団

〃 幡 部 高 昭 前　三井住友信託銀行

▲

�会員の異動

○新入会者（平成27年８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

合川　宏毅 東日本旅客鉄道株式会社

相磯　将太 第一生命保険株式会社

相原　敏文 みずほ信託銀行株式会社

青鹿　昌喜 株式会社東京スター銀行

青田　恭典

青柳　陽介 野村證券株式会社

東　浩一 共立株式会社

荒川　大輔 全国農業協同組合連合会

有光　央

安澤　正徳 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

安藤　秀明 株式会社みずほ銀行

伊井　聖吾 中部電力株式会社

井潟　正彦 野村證券株式会社

五十嵐　公輔 日本銀行

池田　啓吾 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

石井　悠太

石島　辰郎 株式会社みずほ銀行

石野　和俊 株式会社野村総合研究所

石本　尚 明治安田生命保険相互会社

磯部　光春

板谷　亮輔 双日株式会社

稲垣　慶太 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

井上　悠

伊原　健郎

今井　匡 メットライフ生命株式会社

今井　諒 富国生命保険相互会社

岩名　隼人 アルー株式会社

岩見　将平 北海道労働金庫

岩本　卓也 株式会社東芝

植野　秀彬 エーオン ベンフィールド ジャパン

株式会社

上原　賢一 株式会社イデア・ファンド・コンサ

ルティング

潮田　豊幸

牛島　証 大和証券株式会社

宇治田　誠 株式会社リサ・パートナーズ

内田　亮 ネットワンシステムズ株式会社

内海　裕一 日本政策金融公庫

榎本　里実 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

江原　啓治 丸三証券株式会社

遠藤　香澄 大和証券投資信託委託株式会社

王　曦 藍澤證券株式会社

大川　篤

大澤　俊博 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

大嶋　秀雄 株式会社日本総合研究所

大関　千尋 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

太田　雅弘

大谷　峻介 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

大西　啓 大和証券株式会社

大原　光博

大巻　政弘

大山　慶太 株式会社かんぽ生命保険会社

小川　智雄 日本ユニシス

奥村　敏樹 第一生命保険株式会社

尾崎　一行

尾崎　貴則 株式会社野村総合研究所

小澤　啓太 株式会社みずほフィナンシャルグル

ープ

音田　弘明 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

小野　有季子 大和証券投資信託委託株式会社

小原　美弥子

掛山　茂希 株式会社マネースクウェアジャパン

加古　泰義 株式会社アナリスト

葛西　侑司 野村證券株式会社

笠原　克伸

風見　直亮

柏木　孝元 みずほ証券株式会社
梶尾　毅 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

加藤　岬造 東京短資株式会社

加藤　敢 株式会社みずほ銀行

金見　豊和 ＳＢＩホールディングス

加松　伸晃 第一生命保険株式会社

亀崎　瞳

亀松　昌平 大和証券株式会社

唐澤　宏誌 伊藤忠商事株式会社

川合　貴之 愛知県信用農業協同組合連合会

川島　康人 ピムコジャパンリミテッド

川島　洋一 埼玉県信用農業協同組合連合会

河本　哲雄

瓦井　沙友里 大和証券株式会社

衣笠　慧
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木村　正隆 株式会社みずほ銀行

木村　祐輔

桐原　健爾 株式会社野村総合研究所

久後　翔太郎 株式会社大和総研

工藤　章吾 株式会社みちのく銀行

工藤　弘樹 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

久保　慎悟 久保慎悟公認会計士事務所

熊井　章泰 カーディフ・アシュアランス・ヴィ

倉敷　祐希 メルコインベストメンツ株式会社

栗原　昭忠 日興グローバルラップ株式会社

黒岩　裕 岡三証券株式会社

黒川　弘明

畔柳　直之 株式会社清水銀行

小泉　陽一 トヨタファイナンシャルサービス株

式会社

小岩井　順

甲野　晃正 みずほ証券株式会社

古賀　幸治郎

古河原　壮 野村證券株式会社

小亀　俊太郎 株式会社bitFlyer
小久保　秀俊

児玉　友恵

小寺　智也 株式会社レコフ

小林　喜晴 株式会社アトリウム

小林　千代 大和証券投資信託委託株式会社

小林　祐貴 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

小宮　正規

小宮　佑介

小柳　康成 NTTデータエービック

古山　創 大阪ガス株式会社

齋藤　圭 株式会社清水銀行

酒井　重人 グッゲンハイムパートナーズ株式会

社

坂本　勝彦 野村證券株式会社

坂元　啓大

阪本　亮輔 株式会社東京スター銀行

桜庭　貴志 みずほ証券株式会社

笹原　勇人

貞包　延江 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

佐藤　健治 オムロン株式会社

佐藤　高 株式会社みずほフィナンシャルグル

ープ

佐藤　晴伸 株式会社ケイエスピー

佐保（三宅）亜香里 大和証券投資信託委託株式会社

鞘本　芙美 ピクテ投信投資顧問株式会社

塩見　隆太 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

繁田　峻

蔀　佳太 川崎信用金庫

島崎　博志

嶋田　祐介 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

島本　大輔 有限責任あずさ監査法人

下田　潤 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

下村　尚

下村　優太 新日本有限責任監査法人

白波瀬　康雄 日本生命保険相互会社

新川　聡 株式会社北海道銀行

新谷　竜児

進藤　春作 大和証券株式会社

水門　善之 野村證券株式会社

杉　悦子 メッツラー・アセット・マネジメン

ト株式会社

鈴木　絢子 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会

社

鈴木　智史 野村證券株式会社

鈴木　智裕 大和証券株式会社

鈴木　智之 東海東京証券株式会社

鈴木　信尚 野村證券株式会社

鈴木　僚 財務省

須田　治

須藤　秀明 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工

学研究所

関口　晴功 野村證券株式会社

千家　潤也

曹　治平 ユービーエス・グローバル・アセッ

ト・マネジメント

曾原　恵 明治安田アセットマネジメント株式

会社

反田　峰雄 株式会社みずほ銀行

高園　洋光 株式会社十八銀行

高橋　大樹 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

高橋　佑輔 株式会社野村総合研究所

瀧田　智仁 大和証券投資信託委託株式会社

竹石　知史 株式会社新生銀行

竹内　雅人 新日本有限責任監査法人

竹腰　敏行

竹村　隆 野村證券株式会社

竹山　敦 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

達川　真史 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

田中　純一 株式会社日本格付研究所

田邉　聖 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

田辺　晋 野村證券株式会社

谷崎　文彦 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

田端　慎一 大和証券株式会社

築比地　淳一 株式会社みずほ銀行

辻　慎弥 金融庁

津田　宗孝 サンアーチコーポレーション

坪井　裕豪 大和証券株式会社

鶴田　昌大 株式会社東京スター銀行

外崎　龍之介 三井住友アセットマネジメント株式

会社

富田　勝男 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

富田　翔 松井証券株式会社

土居　正和 三井住友信託銀行株式会社

内藤　大貴 大和証券株式会社

内藤　まみ 大和証券株式会社

中川　美緒 ＰｗＣあらた監査法人

中里　邦宏 独立系ＦＰ事務所　ＦＰ提案書工房

中沢　信
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中島　靖博 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

中田　喬子 日本生命保険相互会社

中西　浩二郎 日本生命保険相互会社

中野　歩

中村　元城

中村　貴之 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

中村　宣仁 三井住友信託銀行株式会社

中村　優臣 株式会社野村総合研究所

仲本　敦子 パナソニックインフォメーションシ

ステムズ

長堀　新司 静銀ティーエム証券

長堀　弘典 帯広信用金庫

永山　法一 第一生命保険株式会社

奈良崎　史貴

成田　周平 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

南部　隼外 みずほ証券株式会社

西尾　俊洋 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

西口　晃平 大和証券株式会社

西崎　隆英 農林中央金庫

西澤　茉容 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

西水流　恵一 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

西原　潤 大和証券株式会社

西村　研一郎

西村　豪人 三菱商事株式会社

西村　壮弘 みずほ信託銀行株式会社

西村　道浩 西村＆パートナーズ総合会計事務所

西山　政治 野村證券株式会社

仁禮　真嗣

丹羽　晋太郎 株式会社ＮＴＴデータ

沼能　仁志

野沢　彩香 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野田　卓人 三井住友海上火災保険株式会社

ノッブス　舵 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

野邉　真司 株式会社関西アーバン銀行

野村　俊朗 ピムコジャパンリミテッド

萩原　聡 三井物産株式会社

服部　大紀 第一生命保険株式会社

花井　圭一 富国生命保険相互会社

林　敏 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社

林　佑美

原田　直樹 あかつき証券株式会社

檜谷　廉太朗

日比野　佑哉 野村證券株式会社

平井　洋輔

平川　教嗣

平木　通紘 三井住友信託銀行株式会社

平山　寛 日本生命保険相互会社

平山　泰吉 ニッセイアセットマネジメント株式

会社

深沢　伊織 ピクテ投信投資顧問株式会社

福田　真二

藤井　謙二

藤井　誠 株式会社三井住友銀行

藤井　祐子 大和証券投資信託委託株式会社

藤江　達也

藤岡　佑太 みずほ投信投資顧問株式会社

藤田　晃江 金融庁

藤田　学博 大和証券株式会社

藤村　真大 野村證券株式会社

藤本　歩 信金中央金庫

藤本　悟智人 株式会社京都銀行

藤本　琢巳 日興アセットマネジメント株式会社

藤原　勤也 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

船木　惇郎 大和証券株式会社

古谷　明士 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

北城　正章 上田八木短資株式会社

朴谷　好史 北海道信用農業協同組合連合会

堀池　篤

堀田　和幸 富国生命保険相互会社

本庄　祐貴 大和証券株式会社

本間　大

前島　修 財務省

前田　佑太 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

前野　智弘 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
増岡　博史 ブラックロック・ジャパン株式会社

松嵜　大樹 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

松島　益美

松田　祥 みずほ証券株式会社

松田　卓人 日本ガイシ

松田　貴行 株式会社池田泉州銀行

松波　正 株式会社名古屋銀行

松原　功 日本生命保険相互会社

松村　春樹 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

松本　惇

松本　朋之 野村證券株式会社

松本　真美 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

万永　智章 株式会社三共

萬代　雅紀

御手洗　聡

峰尾　誠一

三宅　顕三 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

宮田　知明 みずほ証券株式会社

宮田　尚子 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社

宮出　佳奈 大和証券株式会社

室田　義人 株式会社北國銀行

本岡　恭平

森　泰斗 東京海上アセットマネジメント株式

会社

森本　憲 ジブラルタ生命保険株式会社

森本　慎也 みずほ証券株式会社

森本　浩史 株式会社みずほ銀行

八鍬　忠尚

矢島　慶彦 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

安山　誠健 富国生命保険相互会社

矢田　丈晴 株式会社三井住友銀行
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法人賛助会員 グローウィン・パートナーズ株式会社

○退会・会員資格喪失（平成27年８月中、五十音順）

１．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 佐藤　泰規 平野　一樹 星　康弘 山内　一三

山田　紘司

＜上記以外＞

検定会員 稲見　充弘 木村　多巳蔵 白鳥　淳 園田　陽一

高橋　哲郎 中澤　武司 西村　拓也 干場　昭英

２．定款第12条第１項第３号による退会・会員資格喪失
検定会員 尾茂田　圭介

○会員状況（平成27年８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

26,216 （26,135） （81） 228 184 （156） （28） 26,628

矢野　貴士 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

屋比久　保史

矢吹　泰幸 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

山口　健雄 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

山口　雅史 島根県信用農業協同組合連合会

山口　悠介 大和証券株式会社

山田　文弥 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

山田　真人 愛知県信用農業協同組合連合会

山名　康毅 株式会社みずほ銀行

山野　貴一郎 テクマトリックス株式会社

山野　素伸 オーストラリア・ニュージーランド

銀行

山野　裕子 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式

会社

山本　隆広 三井住友アセットマネジメント株式

会社

山本　宏美 株式会社高知銀行

山脇　祥平 野村アセットマネジメント株式会社

遊佐　康佑 株式会社みずほ銀行

温泉川　要 財務省

横澤　嘉広 株式会社富山第一銀行

横田　隆史 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

横山　敦 おかやま信用金庫

由井　謙二 みずほ証券株式会社

吉田　敬文 労働金庫連合会

吉田　玲大 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

米岡　伸悟

米本　祐貴 有限責任あずさ監査法人

米山　雅也

若林　拓実 長野県信用農業協同組合連合会

渡辺　幸司 セントラル短資株式会社

渡邊　裕也 野村證券株式会社

和田　心一 大和証券株式会社
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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

［訂正のお知らせ］

　本誌2015年９月号17ページ図表６に、一部誤植がありましたので、お詫びして差し替えいたします。

　　【差し替え】
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はビッグデータ等の活用によってGoogleや

Facebook、Appleがわれわれの競合他社になると

いうことも想像に難くないのではないかと考えて

いる。

３． グローバル資産運用会社のアジア

戦略

　アジア戦略については、私は３点の切り口から

お話をしたい。１点目には地域、２点目には顧客、

そして３点目には運用、この３点の戦略からアジ

ア戦略とはどのようなものか、そしてわれわれイ

ンベスコあるいは競合他社が何をやっているのか

をお話しする。

戦略　地域

　まず前述の通り、地域として考えたときには富

裕層というのが非常に大きなシェアを占めてくる

ことになる。もちろん、現在オーストラリア、日

本、中国のミューチャルファンド残高に占める割

合は非常に大きく、実際にアジア地域でのビジネ

スとしても大きい比重がある。ただ、今後の富裕

層人口がどうなるかという観点で見ると、アジア

では中国の富裕層人口が日本を上回り、世界の富

裕層人口ランキングにおいてもインドやインドネ

シアといった国が大きくランクアップすることが

予想されている。また、この富裕層を考える場合

にはセグメントという切り口もあり、これを富裕

層の人口と資産の成長率として見ると、日本、韓

国、オーストラリアがアジア全体の平均値を下回

っているのに対し中国、インド、インドネシア等

が非常に高くなっている（図表６）。

　次に国の成長ドライバーという視点で考えたと

きには、多くのグローバル資産運用会社が注目し

ているのは中国ということになる。もちろん富裕

層、中間所得層の増加ということもあるが、先ほ

どの天弘基金のようなことが可能になるというの

はまさにこの国のなせる業だと思われる。そして

直近では生命保険のアウトソーシングも解禁さ

れ、少しずつその量が伸びてきている。国別には、

国の規模も大切ではあるが、アウトソーシングを

できる国かどうかというのが非常に大きく、アウ

トソーシングビジネスのオポチュニティがないと

われわれのような外資系運用会社は入っていけな

（出所）Capgemini Financial Services Analysis, 2014よりインベスコが作成

図表６　アジア地域の富裕層の人口と資産の年平均成長率（2008年～ 2013年）
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