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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

▲

�協会ホームページを全面リニューアルしました

　協会ホームページについては、2014年12月のPBコーナーのリニューアルに続き、本年10月29日に全

面リニューアルしました。協会の事業を「証券アナリスト資格」、「プライベートバンカー資格」、「専門

性を高める」、「金融・資本市場への情報発信」、「協会について」の５つに分類し、検索し易くしており

ます。また、見易さやスマートフォン・タブレットでの使い易さの観点からの改善を図っております。

来年度は、会員のマイページの改善に取り組んでいきます。

▲

�CIIA（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します

　2016年３月のCIIA試験に向けてスクーリングを開催します。最近の出題傾向や受験者の弱点を踏まえ

た講義のほか、練習問題の演習にも重点を置いた内容となっています。

　CIIA試験登録者は、試験の直前対策としてぜひご参加ください。また、継続学習の観点から検定会員

の方々にも広く参加をお勧めします（検定会員の方は、継続学習制度におけるクレジットが取得できま

す）。

　開催は、本年12月５日から来年１月16日の土曜日５回の予定です。詳細は、協会ホームページ：証券

アナリスト資格＞スクーリングをご覧ください。
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▲

�第７回PBスクール開催のお知らせ

　今回のスクールは中上級者（主にプライマリー PB・シニアPB）を対象に、「富裕層のニーズに応える

ファミリーオフィス・サービスの具体的事例」で、一般社団法人と信託の効果的な活用を中心に解説し

ます。

　開催日は11月14日（土）になります。詳細は、当協会ホームページの「プライベートバンカー資格」

の「セミナーとスクール」をご覧ください。

２．研究会活動状況

▲

�平成27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）

　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）結果」を公表しました。優良企業に対しては、10月８日の日本経済新

聞に広告掲載し、また10月９日に開催された第30回日本証券アナリスト大会において報告されました。

優良企業の社名は、前掲57ページをご覧ください。

１． 業種別優良企業は14社が選ばれました。なお、業種別（14）の評価対象企業は、東証一部上場企業

の合計213社とし、この評価に参加した証券アナリストは延べ428名に及びました。

２． 新興市場銘柄については、４社（２社同得点３位）が選ばれました。なお、新興市場銘柄の評価対

象企業は、ジャスダック等５つの新興市場に上場している企業の中で、時価総額上位であって、か

つその企業を調査対象としている証券アナリストの数が一定以上の26社とし、この評価に参加した

証券アナリストは63名でした。

３． 個人投資家向け情報提供については、３社が選ばれました。なお、個人投資家向け情報提供におけ

る評価対象企業は、本年度のディスクロージャー優良企業選定の対象である、各14業種および新興

市場銘柄についての選定結果におけるそれぞれの上位評価企業のうち、平成26年７月から27年６月

までの間において、「個人投資家向け会社説明会」を開催している企業の20社とし、この評価は、

ディスクロージャー研究会の「個人投資家向け情報提供専門部会」の委員15名が行いました。

４． 高水準のディスクロージャーを連続維持している企業の選定

　　 本優良企業選定制度において直近３回連続して、２位ないしは３位の上位の評価を受けた、次の企業

を高水準のディスクロージャーを連続維持している企業として称賛状を贈呈することに致しました。

＜長谷工コーポレーション、塩野義製薬、電源開発、ヤマトホールディングス、野村総合研究所＞

５．ディスクロージャーの改善が著しい企業の選定

　　 ディスクロージャーの改善が著しいとして評価された次の企業に称賛状を贈呈することに致しました。

＜三井化学、ソニー、TDK、双日、丸井グループ、ITホールディングス＞
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３．トピックス

▲

�2015年９月CIIA（国際公認投資アナリスト）試験を実施しました

　検定会員を対象としたCIIA試験を、９月19日（土）に東京、大阪、香港の３会場で実施し、延べ69名

が受験しました。

　合格発表は11月下旬の予定です。

▲

�2015年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました

　2015年証券アナリスト第１次レベル秋試験を、10月４日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会

場で、10月３日（土）にニューヨーク、ロンドンの２会場で実施しました。

　３科目合計の延べ受験者数は、4,651名（2014年秋試験4,671名）でした。試験の結果は11月上旬に

受験者に通知する予定です。

試験科目
証券分析とポートフォリオ・
マネジメント

財務分析 経済
３科目合計
（延べ人数）

受験者数（名）
（2014年秋試験）

1,536
（1,490）

1,566
（1,579）

1,549
（1,602）

4,651
（4,671）

▲

�「経済」、「債券分析」のスクーリング動画の配信を開始しました

　検定会員・検定会員補の継続学習メニューのひとつとして、スマートフォン、タブレットでも視聴で

きる動画（「経済」、「債券分析」）の配信を開始しました。経済全般を理論的に学べる、債券分析の基本

知識を習得できる学習ツールです。

　「経済」、「債券分析」とも各々全４巻構成となっており、１巻当たり20 ～ 30分の内容です（会員・受

講者の方は全４巻2,000円、各巻500円で購入できます）。動画を視聴すると、検定会員・検定会員補の

継続学習制度におけるクレジットが取得できます。

　本動画は、CIIAの受験者等を対象に2014年12月に実施したCIIAスクーリングの「経済」（講師：清水

俊裕氏　神奈川大学准教授）、「債券分析」（講師：森田洋氏　横浜国立大学教授）を基に作成しています。

今後、他の科目の動画配信も予定しています。

　詳細は、協会ホームページ：証券アナリスト資格＞スクーリングをご覧ください。

▲

�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

　国際会計基準委員会（IASB）は、2015年５月28日に公開草案「財務報告に関するフレームワーク」

を公表し、各界からの意見を募集しました。それにともない、企業会計基準委員会（ASBJ）が７月17

日に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、これに対して意見書を取りまとめ、

９月28日にASBJに提出しました。
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　詳細は、当協会ホームページ：「金融・資本市場への情報発信」の企業会計基準をご覧ください。

▲

�「仙台シンポジウム」を開催しました

・開催日、場所：９月26日（土）、東北学院大学　押川記念ホール

・テーマ　　　：東北の復興とこれからの日本の戦略

・基調講演　　：「ゼロ金利と地方の時代」

・講　師　　　：水野和夫氏（日本大学教授）

・パネルディスカッション

・パネリスト　：

　　藤原作弥氏（元日本銀行副総裁）

　　水野和夫氏（日本大学教授）

　　柳井雅也氏（東北学院大学教授）

・モデレーター：

　　一力雅彦氏（河北新報社社長）

・参加者　　　：128名

▲

�第２回地区交流会全国会議を開催しました

　10月９日（金）に当協会事務局において、

第２回地区交流会全国会議を開催しました。

　北海道、東北、北陸、東海、関西、四国、

九州の計７地区交流会、12名が集合し、 

それぞれの地区から活動状況や今後の活動方針

等について報告がありました。

　また地区交流会の課題や、協会事務局への

要望事項等について活発な意見交換が行われ

ました。

　会議終了後、経団連会館で行われたアナリス

ト大会・懇親パーティーに参加しました。
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▲

�「地区交流会」活動状況について

○中国地区交流会（平成27年度第２回）

・開催日、場所　：９月４日（金）広島YMCA国際文化センター

・勉強会テーマ　：「株式上場準備とIPOの雑学」

・講　師　　　　：渡辺泰志氏　CMA

　　　　　　　　　（中銀証券　引受部　課長代理）

・参加者　　　　：８名

　勉強会終了後に懇親会を開催

○関西地区交流会（平成27年度第２回）

・開催日、場所　：９月５日（土）常翔学園大阪センター

・勉強会テーマ　：「日本版スチュワードシップコードとその対策」

・講　師　　　　：山川勤氏　CMA

　　　　　　　　　（りそな銀行　信託財産運用部　

　　　　　　　　　受託資産運用室　グループリーダー）

・参加者　　　　：10名

　勉強会終了後に懇親会を開催

○四国地区交流会（平成27年度第１回＜設立会合＞）

・開催日、場所　：９月18日（金）えひめ共済会館

・討議事項　　　：①協会からの趣旨説明

　　　　　　　　　②参加会員の自己紹介

　　　　　　　　　③地区連絡員の選定

　　　　　　　　　④今後の活動方針

　　　　　　　　　⑤協会本部との意見交換

・参加者　　　　：17名

　会合後に懇親会を開催

▲

�PB補完セミナー・PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに

掲載しました

　PB継続教育として、月１回程度のPB補完セミナー、年に３回程度のPBスクールを開催しておりますが、

協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、動画コンテ

ンツ、講演要旨を作成しております。CMAの方にもご利用いただだけます。ぜひ、ご活用ください。
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＜PB補完セミナー＞

「トラブル解決が長期関係構築の鍵（CSアップのために）―具体的事例でメンテナンス方法を研究する―」

（2015年６月18日開催）

　　講師：小谷野幹雄氏　CMA（公認会計士　税理士　小谷野公認会計士事務所所長）

＜第６回PBスクール＞

「医療法人の特殊性とその問題解決手法―保険の戦略的活用を踏まえて―」（2015年６月27日開催）

　　講師：清水英孝氏（RML（Risk Management Laboratory）株式会社　代表取締役）

　　　　　髙橋法彦氏（弁護士　髙橋法律事務所）

　◆ 協会ホームページ⇒「プライベートバンカー（PB）資格」⇒「セミナーとスクール」⇒「要旨と動

画申込」から購入して、視聴・ダウンロードできます。

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

①第15回夏期SAAJセミナー：「今後のグローバル債券投資戦略：日米欧金利の分岐点から」（７月６日開催）

　　セッション１：「株式市場から見た世界経済、金利動向と今後の投資戦略」

　　講師：芳賀沼千里氏　CMA（三菱UFJモルガンスタンレー証券　チーフストラテジスト）

　　セッション２：「機関投資家の債券運用戦略―生保・年金の戦略」

　　講師： 徳島勝幸氏　CMA（ニッセイ基礎研究所　金融研究部上席研究員兼年金総合リサーチセンタ

ー年金研究部長）

　　セッション３：「債券投資戦略の新潮流」

　　講師： 川原淳次氏　CMA（ブラックロック・ジャパン　コンサルタント・リレーションズ部長）

② 「ドローンによる空の産業革命とビジネス最前線」（８月25日開催）

　　講師：野波健蔵氏（自律制御システム研究所　代表取締役、千葉大学特別教授）

③「日本の高齢者雇用を考える―海外事例を踏まえて―」（８月28日開催）

　　講師：児玉卓氏　CMA（大和総研　経済調査部　アジアリサーチヘッド）

④「日本経済、物価の現状と今後の展望」（８月31日開催）

　講師：関根敏隆氏（日本銀行　調査統計局長）

⑤「2015年下期の日本株展望」（９月10日開催）

　　講師：松浦寿雄氏　CMA（野村證券　エクイティ・リサーチ部　日本株チーフストラテジスト）

⑥�「外国株式ロング／ショート戦略とベータ間のミスプライシング戦略の統合―リキッド・オルタナテ

ィブに於ける取組み―」（９月14日開催）

　　講師： ルイ．タン氏（アカディアン・アセット・マネジメント　バイス・プレジデント、ポートフ

ォリオ・マネジャー）

◆ 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「専

門性を高める」「セミナー・講演会・大会」の「セミナー・講演会の要旨」から無料で閲覧・ダウン
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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。

４．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動

○試験委員会（10月１日）

退　 任 　梅田　雅信 首都大学東京　

就　 任 　木村　祐基 一般社団法人スチュワードシップ研究会（検定会員・CIIA）

〃 中里　宗敬 青山学院大学

〃 山崎　尚志 神戸大学

▲

�会員の異動

○新入会者（平成27年９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

　個人賛助会員

　田村　卓也　　　　株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザリー

安藤　史明 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

磯部　昌宏 住友商事株式会社

伊藤　篤郎 大和証券株式会社

伊藤　邦敏 株式会社北陸銀行

井上　幸治 プライスウォーターハウスクーパー
ス株式会社

井上　大志郎 株式会社福岡銀行

井門　武蔵

牛尾　文登 株式会社三井住友銀行

浦岡　弘助 大和証券株式会社

岡田　雄一 三菱UFJ信託銀行株式会社

小野澤　麻弓 野村證券株式会社

金子　陽平 日本電気株式会社

亀田　和男

木暮　栄敬

木下　博之 太閤木下建設株式会社

工藤　尚之 株式会社北洋銀行

酒巻　淳子 日本生命保険相互会社

櫻井　学 野村證券株式会社

柴田　誠史 松井証券株式会社

白澤　秀基

須藤　陽平 三菱UFJ信託銀行株式会社

諏訪　隼一

孫　祺 楽天株式会社

芹沢　健自

高橋　雅史

高橋　志行

竹下　泰央 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株式会社

田所　寛章 松月産業株式会社

谷川　敬祐 三井物産株式会社

玉井　芳野 みずほ総合研究所株式会社

土屋　貴弘 株式会社群馬銀行

中井川　雄太 スパークス・アセット・マネジメン
ト株式会社

中川　晶子 三菱UFJ信託銀行株式会社

中西　良太郎

中畑　友宏 三菱UFJ信託銀行株式会社

中村　成児 野村不動産

長島　和希 大和住銀投信投資顧問株式会社

西山　由貴

新田　大輔 三菱UFJ信託銀行株式会社

野沢　真 富国生命保険相互会社

野村　至紀 シンプレクスアセットマネジメント
株式会社

浜田　貴之 株式会社格付投資情報センター

久松　友輔

保坂　典哉 みずほ証券株式会社

堀口　邦丈 株式会社山梨中央銀行

本間　景介 株式会社ゆうちょ銀行

松田　智 北九州市立大学

三木　匠

山口　裕太郎 大和証券株式会社

山田　真一郎 マネックス証券株式会社

山本　章博 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

吉田　大希 株式会社日本取引所グループ

米田　尚史 野村アセットマネジメント株式会社

渡辺　洋平 住友生命保険相互会社
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協会からのご案内

○退会・会員資格喪失（平成27年9月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）

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 宇田川　智大 鈴木　直人 中村　誠（12793） 森井　啓介

＜上記以外＞

検定会員 佐藤　肇 渡邉　美加 　 　

○会員状況（平成27年９月30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

26,264 （26,183） （81） 228 185 （156） （29） 26,677

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


