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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▲

�平成28年主要行事予定
　次ページをご覧ください。

▲

�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

　以下のスクーリングを開催します。証券アナリスト通信教育講座の受講者のみならず、知識の再整理、

再学習をお考えの検定会員の方にもお勧めします（両講座一括受講の割引があります）。

　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。奨励クレジットを取得された方

は、割引が適用されます。

「ポートフォリオ理論初級講座」 １月16日（土）、23日（土）

「デリバティブ初級講座」 ２月６日（土）、13日（土）

　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。

協会だより1
１．お知らせ：平成28年主要行事予定／土曜スクーリングの申し込み
２．トピックス：2015年９月のCIIA®試験の結果を公表／第１回シニアPBサロンを開催／

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／ IFRS財
団意見募集「体制とその有効性に関する評議員会のレビュー：レビューにあたっての論点」
について意見書を提出／ ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がムンバイで開
催／「地区交流会」活動状況／ PB関連セミナーの動画・講演会要旨／講演会要旨／講演
会動画

３．委員・会員の異動
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１月
○ポートフォリオ理論初級講座（16日、23日）
○第22回SAAJセミナー（29日）

２月
○デリバティブ初級講座（６日、13日）
○第８回PBスクール（27日）

３月
○運営委員会
○CIIA３月試験（国内・香港12日、欧米11日）
○理事会

４月
○第７回SAAJ国際セミナー（７日）
○シニアPB筆記試験（春試験・８日問題送付）
○CMA第１次レベル春試験（国内・香港24日、

欧米23日）

５月
○理事会

６月
○証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表
○平成28年度CMA第１次レベル講座開講
○CMA第２次レベル試験（国内・香港５日、

欧米４日）
○証券分析のための数学入門講座（２日間）
○定時総会
○ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議（29日

～ 30日、パリ）
○第９回PBスクール

７月
○第16回夏期SAAJセミナー
○ポートフォリオ理論初級講座（２日間）

８月
○平成28年度CMA第２次レベル講座開講
○デリバティブ初級講座（２日間）

９月
○代議員の決定及び公示（第４回）
○CIIA９月試験（国内・香港17日、欧米16日）
○第17回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セ

ミナー
○第10回PBセミナー
○CMA第１次レベル秋試験（国内・香港25日、

欧米24日）
○ASIF理事会・年次総会

10月
○ディスクロージャー優良企業選定結果発表
○第31回日本証券アナリスト大会（14日）
○シニアPB筆記試験（秋試験・14日問題送付）
○第10回PBスクール

11月
○理事会
○ACIIA理事会、ILPIP会議（11日、京都）

12月
○証券分析のための数学入門講座（２日間）

平成28年主要行事予定

２．トピックス▲

�2015年９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

　2015年９月のCIIA®試験で、当協会検定会員の12名の方がCIIA資格を取得し、同資格取得者は2,667

名となりました。なお、今回の試験では、世界全体では145名がCIIA資格を取得し、累計は8,243名と

なりました。

　詳細は、協会ホームページ＞国際公認投資アナリスト（CIIA）＞受験データをご覧ください。
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▲

�第１回シニアPBサロンを開催しました
　11月６日（金）夕刻に、第１回シニアPBサロンを開催しました（シニアPB資格者15名参加）。

　第一生命経済研究所　熊野英生氏による基調講演「日本経済と資産運用の未来」の後、講師、協会関

係者も加わって立食懇談を行いました。なお、欠席した資格者には、講演会動画の案内をしました。

　シニアPBサロンは、シニアPB資格者の皆さまの更なるレベルアップ、協会との連携強化、資格者相

互の関係構築を目的に今後も開催していく予定です。

▲

�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。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、11月25日にIASBに提出しました。

　詳細は、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。

▲

�IFRS財団意見募集「体制とその有効性に関する評議員会のレビュー：
レビューにあたっての論点」について意見書を提出しました

　国際財務報告基準（IFRS）財団は、2015年７月７日に意見募集「体制とその有効性に関する評議員

会のレビュー：レビューにあたっての論点」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、これに対して意見書を取りまとめ、2015年11月30日にIFRS財団に提出しました。

　詳細は、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。

▲
�ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がムンバイで開催され
ました

　ACIIA理事会（会長：当協会前原専務理事）が11月

26日（木）にインドのムンバイで開催されました。

　会議では、金融・投資業界におけるCIIA資格の認知

度向上と潜在的なニーズに対応するため、（1）CIIAプ

ログラムのプロダクト・デザインの見直し、（2）CIIA

ブランドの効果的なプロモーション方法について検討、

具体案を次回理事会（2016年６月）までに策定して

更に検討することになりました。このほか、CIIA 

Syllabus（知識体系）の改訂作業の進捗状況について

IEC（International Examinations Committee）委員長から報告がありました。改訂版は2016年６月以
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降公表予定です。

　翌日の11月27日（金）には、ACIIAの前原会長、Bellon副会長（フランス協会）、Frank理事（ドイ

ツ協会）、Theobald教授（IEC委員長）がインド協会（AIWMI）を訪問し、意見交換を行いました。

▲

�「地区交流会」活動状況について
○北海道地区交流会（平成27年度第２回）

・開催日、場所　：11月20日（金）札幌証券取引所　２階会議室

・勉強会テーマ　：「北海道経済の動向について」

・講　師　　　　：橋本　友也 氏

　　　　　　　　　（日本銀行札幌支店　営業課長）

・参加者　　　　：17名

　勉強会終了後に懇親会を開催

○中国地区交流会（平成27年度第３回）

・開催日、場所　：11月27日（金）広島YMCA国際文化センター

・勉強会テーマ　：「中国街角景気とビジネス事情」

・講　師　　　　：浜田　昌彦 氏

　　　　　　　　　（クレディ・アグリコル証券）

　　　　　　　　　飯高　直人 氏

　　　　　　　　　（プライムコンサルティング　中国エンタープライズ有限公司）

・参加者　　　　：13名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲
�PB関連セミナーの動画、講演会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。検定会員の方にもご利用いただだけます。ぜひご活用ください。

＜PB補完セミナー＞

①�「アベノミクス時代に必須になる実践的倫理―プロとして生き残るには。錦の御旗を立てる必要があ
る時代の到来―」

　（2015年10月15日開催）

　　　講師： 鳥飼重和氏（鳥飼総合法律事務所　代表弁護士）

　◆ 協会ホームページ＞「プライベートバンカー資格」＞「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。
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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
　①「2015年末の日本株需給見通し―主役は公的マネーから外国人に変わり、そして個人投資家へ―」
　（９月14日大阪開催）

　　講師：熊澤伸悟氏　CMA（大和証券　投資戦略部）

　②「バーゼルⅢの先へ―新たな金融規制改革の展開―」（10月27日開催）

　　講師：小立敬氏（野村資本市場研究所　主任研究員）

　③「中央銀行ウオッチング―不確実性高まる中での主要国金融政策動向―」（11月６日開催）

　　講師：加藤出氏（東短リサーチ　代表取締役社長兼チーフエコノミスト）

　　（当ジャーナル１月号にも掲載）

　④「DCガバナンスとライフプラン教育の重要性」（11月12日開催）

　　講師：三木隆二郎氏　CMA（年金シニアプラン総合研究機構　特任研究員）

　◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・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＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・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。

▲

�講演会動画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 

＜セミナー開催時＞）

　②第30回日本証券アナリスト大会：「日本企業の収益力向上と株式市場」（10月９日開催）

　　⑴開会の辞　　大場昭義　CMA　公益社団法人日本証券アナリスト協会　会長

　　　表彰式　　　証券アナリストジャーナル賞表彰

　　　　　　　　　ディスクロージャー優良企業選定結果の報告

　　　閉会の辞　　三浦和晴　日本証券アナリスト大会実行委員長

　　⑵記念講演Ⅰ　「持続的成長を実現する変革シナリオ」

　　　　　　　　　伊藤邦雄氏（ 一橋大学大学院商学研究科　特任教授／一橋大学CFO教育研究

　　　　　　　　　センター長）
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　　⑶記念講演Ⅱ　「三菱重工業の経営改革」

　　　　　　　　　宮永俊一氏（三菱重工業　代表取締役　取締役社長　CEO）

　　⑷パネルディスカッション「日本企業の収益力向上と株式市場」

　　　＜パネリスト＞（50音順）

　　　　　　　　　家次恒氏（シスメックス　代表取締役会長兼社長）

　　　　　　　　　熊切直美氏（大東建託　代表取締役　社長執行役員）

　　　　　　　　　髙﨑秀雄氏（日東電工　代表取締役　取締役社長）

　　　＜司会＞　　大槻奈那氏（ 名古屋商科大学　経済学部教授／メリルリンチ日本証券　マネジング

ディレクター＜大会開催時＞）

　◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・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＞動画から購入して視聴できます。

　　（動画①：会員、非会員ともに別料金／動画②：会員は無料、非会員は有料）

３．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動
○ディスクロージャー研究会（12月１日）
　・専門部会
　（食品）

就 任 高 木 直 実 UBS証券
〃 角 田 律 子 JPモルガン証券

　（石油・鉱業）
退　 任 北 尾 征 久 三井住友アセットマネジメント（検定会員）

　（新興市場銘柄）
退 任 繁　村　京一郎 野村證券（検定会員）

〃 得　能　　　修 インベスコ・アセット・マネジメント（検定会員）
就 任 古 島 次 郎 大和証券（検定会員）

　（個人投資家向け情報提供）
退 任 吉 越 昭 二 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

就 任 穂 積 拓 哉 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

▲

�会員の異動
○新入会者（平成27年11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

岡田　敏尚
神田　一憲 プルデンシャル生命保険株式会社
木實　ゆき
櫻井　佳奈子
佐渡　和

高柳　満
田中　慶亮 三井住友信託銀行株式会社
原子　俊輔
山中　悠司 京都中央信用金庫
渡邊　真吾
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○退会・会員資格喪失（平成27年11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 鮎川　靖 有馬　重佳 泉　浩一 大島　陽一郎
河本　哲志 佐藤　誠 重松　敏夫 高木　健康
高橋　慎治 田中　義一 半沢　立里 板東　弘幸
桧田　剛明 渡辺　哲章

＜上記以外＞
検定会員 饗場　寿一 遠藤　隆久 中村　侑介 長谷川　良泰

廣田　隆介 古川　英樹 松見　秀一 湊　賢一
望月　伸彦 茂木　翼 渡辺　顕

個人賛助会員 加藤　清一朗

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 子幡　健二 野村　将幹

○会員状況（平成27年11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

26,491 （26,410） （81） 228 184 （156） （28） 26,903

ホームページをリニューアルしました！！
協会ホームページを全面的にリニューアルしました。
協会の事業を以下の５つに分類し、検索し易くしました。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改善を図っております。ぜひご活用ください。

１）「証券アナリスト資格」
２）「プライベートバンカー資格」
３）「専門性を高める」
４）「金融・資本市場への情報発信」
５）「協会について」

※ ブックマークの「お気に入り」に登録されている場合は、登録内容の変更をお願いします。
その際は、協会トップページから入るようにしてください。

＜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
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