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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▲

�継続学習制度の「倫理・規制関連クレジット」について
　今月号の特集「証券市場の公正性」の４編の論文は、継続学習制度の「倫理・規制関連クレジット」

の対象となります。特集論文を読了した場合には、「倫理・規制関連クレジット」として３クレジット、「通

常のクレジット」として３クレジットと、それぞれに計上することができます（クレジット数を超過し

ている場合は、翌年への繰り越しも可能です。詳細はマイページ、または協会ホームページをご覧くだ

さい）。

▲

�マイページの継続学習メニューを追加しました
　マイページから利用できる継続学習教材を追加しましたので、ご活用ください。

利用対象者 学習教材 アクセス先
CMA、CCMA 証券アナリスト職業行為基準実務ハンドブック

（PDF）
マイページ＞継続学習＞職業倫
理・行為基準

CMA、CCMA 証券アナリスト第２次レベルオーディオ教材
第１巻「証券アナリストと職業倫理」（講師：蔵元
康雄氏、藤岡長道氏）

マイページ＞継続学習＞職業倫
理・行為基準

CIIA試験制度登
録者

CIIA試験問題・優良解答（過去５年間） マイページ＞継続学習＞CIIA（国
際公認投資アナリスト）試験登
録・受験
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２．研究会活動状況▲

�平成28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28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22回）結果」を公表しました。優良企業については、10月６日に日経電子版

に、10月９日には日経ヴェリタスへ各々広告を掲載しました。また10月14日に開催された第31回日本

証券アナリスト大会において選定結果を報告しました。優良企業の社名は、前掲52ページをご覧ください。

１．表彰盾を贈呈する業種別、新興市場銘柄及び個人投資家向け情報提供における優良企業

　①�業種別優良企業は各業種毎に第１位となった14社が選ばれました。なお、業種別（計15業種）の評

価対象企業は、東証一部上場企業の合計242社とし、この評価に参加した証券アナリストは延べ

443名に及びました。

　②�新興市場銘柄については、上位３社が選ばれました。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61名でした。

　③�個人投資家向け情報提供については、上位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15業種及び新

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27年７月から28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22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。

２．称賛状を贈呈する企業

　①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位または３位の上位の評価を受けた次の５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としま

した。

　　　　　　　DOWAホールディングス、日産自動車、良品計画、

　　　　　　　みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス

　②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企業」と評価された次の１企業に称賛状を贈呈することと

しました。

　　　　　　　栗田工業
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３．トピックス▲

�2016年９月CIIA（国際公認投資アナリスト）試験を実施しました
　2016年９月CIIA試験を、９月16日（金）、17日（土）に東京、大阪、ロンドンの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。

▲

�2016年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました
　2016年証券アナリスト第１次レベル秋試験を、９月25日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会

場で、９月24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、5,000名で前年秋試験（4,651名）を上回りました。試験の結果は11

月１日に受験者に通知しました。

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）
（2015年秋試験）

1,767
（1,536）

1,630
（1,566）

1,603
（1,549）

5,000
（4,651）

▲

�ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会・年次総会が上海
で開催されました

　ASIF理事会・年次総会が９月29日（木）に上海で開催されました。オーストラリア、台湾、香港、韓

国、タイ、日本の各国協会代表者が出席し、金融サービス業が新たな展開を見せる中、各協会傘下の会

員のニーズへの対応、若い世代を取り込んでいくための方策など、各国共通の課題と取組み状況につい

て意見交換を行いました。更にそうしたニーズを踏まえ、ASIFとして各国協会の関心の高いトピックを

取り上げてセミナーを主催することやホームペー

ジで情報提供を強化していくことについて討議さ

れました。なお、理事会メンバーは2015年10月の

年次総会で選出されたオーストラリア、香港、日本、

タイ（任期２年）が引き続き就任しており、また、

本年１月にASIF会長であったオーストラリア協会

代表者が退任したことに伴い、当協会前原専務理

事がASIF会長に就任しています。
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▲

�第３回地区交流会全国会議を開催しました
　10月14日（金）に当協会事務局において、第３

回地区交流会全国会議を開催しました。

　北海道、北陸、東海、関西、中国、四国、九州

の計７地区交流会、11名が参加。

　事務局から協会事業の状況等が報告されたほか、

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。

▲

�「地区交流会」の活動状況について
○関西地区交流会（平成28年度第２回）

　・開催日、場所　：９月24日（土）立命館大学

　　　　　　　　　　大阪梅田キャンパス

　・勉強会テーマ　：�「地域創生～一億総活躍時代

に金融を生かす」

　・講　師　　　　：三好秀和氏　CMA

　　　　　　　　　　�（立命館大学大学院　経営管

理研究科　教授／立命館大

学医療経営研究センター　副センター長）

　・参加者　　　　：20名

　　勉強会終了後に懇親会を開催

○中国地区交流会（平成28年度第１回）

　・開催日、場所　：10月７日（金）広島YMCA国際文化センター

　・勉強会テーマ　：「�動的資産配分の投資理論と応用─マイナス金利下における最良・最適な投資手

法はなにか─」

　・講　師　　　　：山下実若氏　CMA

　　　　　　　　　　�（オールニッポン・アセットマネジメント株式会社　執行役員／米国CFA協会公

認証券アナリスト／ IAA国際アクチュアリー会AFIR/ERMコミッティ・メンバー）

　・参加者　　　　：15名

　　勉強会終了後に懇親会を開催
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▲

�PB関連セミナーの動画、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いますが、

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います。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＞

　「�企業価値を高める事業承継支援とは―知的資産経営の視点で、取引先企業の魅力を高める事業承継
を実現しよう―」（2016年７月14日開催）

　　講師：大山雅己氏（ジュピター・コンサルティング株式会社　代表取締役）

　◆�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。

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました
　①「ブロックチェーンが産業に与える影響―『非金融分野』での活用にむけて―」（８月10日開催）
　　講師：�田中大輔氏（野村総合研究所　コンサルティング事業本部　ICT・メディア産業コンサルテ

ィング部　上級コンサルタント）

　②「セカンドステージに進んだ医療観光～正確な理解で着実な成長へ～」（８月29日開催）
　　講師：�妹尾康志氏（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　政策研究事業本部　公共経営・地域政

策部　主任研究員）

　③「年初からの円高の背景整理と、為替シナリオの再構築」（８月30日開催）
　　講師：�池田雄之輔氏（野村證券　金融市場調査部　チーフ為替ストラテジスト／マネージング・デ

ィレクター）

　④�第17回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー：「コーポレートガバナンスと企業価値／投資行
動」（９月９日開催）

　　セッション１：「ガバナンス改革をめぐる実務動向」
　　講師：武井一浩氏（西村あさひ法律事務所　パートナー　弁護士）

　　セッション２：「コーポレートガバナンスと企業価値／投資行動」
　　講師：�井上光太郎氏　CMA（東京工業大学・工学院・経営工学系　教授／日本ファイナンス学会　

常任理事）

　⑤「ポスト高成長の中国経済の注目点」（９月21日開催）
　　講師：肖敏捷氏（SMBC日興証券　金融経済調査部　中国担当シニアエコノミスト）

　⑥「ビットコインを考え　ビットコインから考える」（９月26日開催）
　　講師：岩村充氏（早稲田大学大学院　経営管理研究科　教授）

　◆�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＞
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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。

4．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
　証券アナリスト教育委員会及びその傘下の専門委員会（カリキュラム、試験管理、試験、国際試験、

基礎教育）は10月末をもって委員の任期（２年）が満了となりましたので、次の方々が改めて委員に委

嘱されました（○印は新任）。

◯証券アナリスト教育委員会（11月１日）
　　委員長　　　　大日方　　　隆　　東京大学

　　委　員　　　　浅　野　幸　弘　　横浜国立大学

　　　同　　　　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　　　同　　　 ○ 砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　大久保　良　夫　　投資信託協会

　　　同　　　　　加　藤　康　之　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　榊　原　茂　樹　　神戸大学

　　　同　　　　　牧　野　正　俊　　大和総研　CMA

� 以上８名

　　退　任　　　　小　林　孝　雄

◯カリキュラム委員会（11月１日）
　　委員長　　　　大日方　　　隆　　東京大学

　　委　員　　　　浅　野　幸　弘　　横浜国立大学

　　　同　　　　　池　尾　和　人　　慶應義塾大学

　　　同　　　　　石　坂　昌　美　　CMA

　　　同　　　　　加　藤　康　之　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　木　村　　　哲　　明治大学　CMA・CIIA

　　　同　　　　　榊　原　茂　樹　　神戸大学

　　　同　　　　　桜　井　久　勝　　関西学院大学

　　　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

　　　同　　　　　高　橋　文　郎　　青山学院大学　CMA

　　　同　　　　　辻　山　栄　子　　早稲田大学

　　　同　　　　　西　岡　明　彦　　りそな銀行　CMA・CIIA

� 以上12名
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　　退　任　　　　小　林　孝　雄、髙　松　泰　治

◯試験管理委員会（11月１日）
　　委員長　　　　大久保　良　夫　　投資信託協会

　　委　員　　　　前　原　康　宏　　日本証券アナリスト協会　CMA

　　　同　　　　　増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所

　　　同　　　　　増　川　道　夫　　CRD協会

　　　同　　　　　宮　原　幸一郎　　東京証券取引所

� 以上５名

◯試験委員会（11月１日）
　　委員長　　　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

（証券分析とポートフォリオ・マネジメント）

　　委　員　　　　浅　野　幸　弘　　横浜国立大学

　　　同　　　　　新　井　富　雄　　（前掲）

　　　同　　　　　砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　石　原　雅　行　　PAG不動産投資顧問　CMA

　　　同　　　　　伊　藤　敬　介　　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　CMA・CIIA

　　　同　　　　　太　田　智　之　　野村證券　CMA

　　　同　　　　　太　田　　　亘　　大阪大学

　　　同　　　　　大　野　三　郎　　アムンディ・ジャパン　CMA

　　　同　　　　　大　森　孝　造　　大阪経済大学　CMA

　　　同　　　　　岡　田　克　彦　　関西学院大学

　　　同　　　　　小　幡　　　績　　慶應義塾大学

　　　同　　　　　加　藤　直　樹　　日本格付研究所　CMA

　　　同　　　　　金　崎　芳　輔　　東北大学

　　　同　　　　　神　山　直　樹　　日興アセットマネジメント　CMA

　　　同　　　　　坂　巻　敏　史　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　　同　　　　　芹　田　敏　夫　　青山学院大学

　　　同　　　　　手　塚　裕　一　　三井住友信託銀行　CMA

　　　同　　　　　中　里　宗　敬　　青山学院大学

　　　同　　　 ○ 保　志　　　泰　　大和総研　CMA

　　　同　　　　　本　多　俊　毅　　一橋大学

　　　同　　　 ○ 森　田　　　洋　　横浜国立大学
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　　　同　　　　　森　平　爽一郎　　早稲田大学

　　　同　　　 ○ 矢　野　　　学　　三井住友信託銀行　CMA

　　　同　　　　　山　崎　尚　志　　神戸大学

（財務分析）

　　委　員　　　　秋　葉　賢　一　　早稲田大学

　　　同　　　　　伊　藤　邦　雄　　一橋大学

　　　同　　　　　大　塚　成　男　　千葉大学

　　　同　　　　　音　川　和　久　　神戸大学

　　　同　　　　　大日方　　　隆　　東京大学

　　　同　　　　　北　川　哲　雄　　青山学院大学

　　　同　　　　　木　村　和　広　　ニッセイアセットマネジメント　CMA

　　　同　　　　　久　野　正　徳　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　　同　　　　　坂　上　　　学　　法政大学

　　　同　　　　　桜　井　久　勝　　関西学院大学

　　　同　　　　　高　橋　文　郎　　青山学院大学　CMA

　　　同　　　　　辻　山　栄　子　　早稲田大学

　　　同　　　　　中　條　祐　介　　横浜市立大学

　　　同　　　　　宗　岡　　　徹　　関西大学　CMA

　　　同　　　　　米　山　正　樹　　東京大学

（経済）

　　委　員　　　　浅　野　幸　弘　　（前掲）

　　　同　　　 ○ 芦　谷　政　浩　　神戸大学

　　　同　　　　　飯　田　泰　之　　明治大学

　　　同　　　　　大　橋　和　彦　　一橋大学

　　　同　　　　　小　川　英　治　　一橋大学

　　　同　　　　　小　川　一　夫　　大阪大学

　　　同　　　　　川　北　英　隆　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　小　林　卓　典　　大和総研　CMA

　　　同　　　　　塩　路　悦　朗　　一橋大学

　　　同　　　　　清　水　克　俊　　名古屋大学

　　　同　　　　　高　田　　　創　　みずほ総合研究所　CMA

　　　同　　　　　高　橋　　　亘　　大阪経済大学

　　　同　　　　　竹　田　陽　介　　上智大学
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　　　同　　　　　筒　井　義　郎　　甲南大学

　　　同　　　　　櫨　　　浩　一　　ニッセイ基礎研究所

　　　同　　　　　柳　川　範　之　　東京大学

（職業倫理・行為基準）

　　委　員　　　　石　坂　昌　美　　CMA

　　　同　　　　　木　村　祐　基　　スチュワードシップ研究会　CMA・CIIA

　　　同　　　 ○ 藏　本　祐　嗣　　大和住銀投信投資顧問　CMA

　　　同　　　　　藤　岡　長　道　　ワークハピネス　CMA

　　　同　　　 ○ 山　田　俊　浩　　明治安田アセットマネジメント　CMA・CIIA

� 以上59名

　　退　任　　　　長　掛　良　介（証券）、小　林　孝　雄（証券）

　　　　　　　　　鈴　木　行　生（証券）、臼　杵　政　治（倫理）

◯国際試験委員会（11月１日）
　　委員長　　　　砂　川　伸　幸　　京都大学　CMA

　　委　員　　　　浅　野　幸　弘　　横浜国立大学

　　　同　　　　　新　井　富　雄　　東京大学　CMA

　　　同　　　　　荒　田　映　子　　武蔵大学

　　　同　　　　　伊　藤　敬　介　　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　CMA・CIIA

　　　同　　　　　大　雄　　　智　　横浜国立大学

　　　同　　　　　大　橋　和　彦　　一橋大学

　　　同　　　　　大　森　孝　造　　大阪経済大学　CMA

　　　同　　　　　川　北　英　隆　　京都大学　CMA

　　　同　　　　　北　川　哲　雄　　青山学院大学

　　　同　　　　　高　橋　智　彦　　拓殖大学　CMA・CIIA

　　　同　　　　　高　橋　文　郎　　青山学院大学　CMA

　　　同　　　　　堀　井　　　渉　　ナティクシス・アセット・マネジメント　CMA

　　　同　　　　　山　本　　　功　　起業投資

　　　同　　　　　和　田　賢　治　　慶應義塾大学

　　　同　　　　　Ronald�E.�Copley　Copley�Investment�Management

� 以上16名

　　退　任　　　　小　林　孝　雄
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◯基礎教育委員会（11月１日）
　　委員長　　　　浅　野　幸　弘　　横浜国立大学

　　委　員　　　　金　崎　芳　輔　　東北大学

　　　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

� 以上３名

◯証券アナリストジャーナル編集委員会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇印は

新任）。

　　委員長　　　　川　北　英　隆　　京都大学　CMA

　　委　員　　　　石　川　博　行　　大阪市立大学

　　　同　　　　　伊　藤　敬　介　　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　CMA・CIIA

　　　同　　　　　臼　杵　政　治　　名古屋市立大学

　　　同　　　　　内　田　　　稔　　三菱東京UFJ銀行　CMA

　　　同　　　　　大　崎　貞　和　　野村総合研究所　CMA

　　　同　　　　　太　田　　　亘　　大阪大学

　　　同　　　　　大　野　早　苗　　武蔵大学

　　　同　　　　　大　橋　和　彦　　一橋大学

　　　同　　　　　大　庭　昭　彦　　野村證券　CMA

　　　同　　　 ○ 岡　田　克　彦　　関西学院大学

　　　同　　　　　岡　野　武　志　　大和総研　CMA・CIIA

　　　同　　　　　河　西　洋　文　　�トウキョウ・マリン・アジア・プライベート・リミテッドシニア・

バイス・プレジデント　CMA・CIIA

　　　同　　　　　神　山　直　樹　　日興アセットマネジメント　CMA

　　　同　　　　　河　田　　　剛　　SMBC日興証券　CMA

　　　同　　　　　北　川　哲　雄　　青山学院大学

　　　同　　　　　小宮山　　　賢　　早稲田大学

　　　同　　　　　坂　巻　敏　史　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　　同　　　　　佐々木　隆　文　　東京理科大学　CMA

　　　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

　　　同　　　　　鈴　木　一　功　　早稲田大学　CMA

　　　同　　　　　高　田　　　創　　みずほ総合研究所　CMA

　　　同　　　　　徳　島　勝　幸　　ニッセイ基礎研究所　CMA

　　　同　　　 ○ 豊　澤　泰　寿　　みずほ銀行　CMA

　　　同　　　　　中　塚　富士雄　　格付投資情報センター
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　　　同　　　 ○ 中　野　　　誠　　一橋大学

　　　同　　　　　西　出　勝　正　　一橋大学

　　　同　　　　　沼　波　　　正　　エヌエヌ生命保険

　　　同　　　 ○ 野　村　亜紀子　　野村資本市場研究所　CMA

　　　同　　　　　光　定　洋　介　　産業能率大学／あすかコーポレイトアドバイザリー　CMA

　　　同　　　　　原　田　喜美枝　　中央大学

　　　同　　　　　本　多　俊　毅　　一橋大学

　　　同　　　　　矢　野　　　学　　三井住友信託銀行　CMA

� 以上33名

　　退　任　　　　明　田　雅　昭、斯　波　恒　正、首　藤　　　惠、中　　　美　尋

◯産業研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇印は

新任）。

　　座　長　　　　許　斐　　　潤　　野村證券　CMA

　　委　員　　 ○ 植　田　剛　生　　明治安田生命　CMA

　　　同　　　 ○ 牛　窪　恭　彦　　みずほ銀行　CMA

　　　同　　　　　川　島　　　学　　みずほ証券

　　　同　　　　　澤　嶋　裕　希　　三井住友信託銀行　CMA

　　　同　　　 ○ 高　橋　和　宏　　大和証券　CMA

　　　同　　　 ○ 髙　山　進一郎　　三菱東京UFJ銀行

　　　同　　　　　中　野　次　朗　　日興アセットマネジメント

　　　同　　　　　古　舘　克　明　　朝日ライフアセットマネジメント　CMA

　　　同　　　　　村　松　高　明　　SMBC日興証券

　　　同　　　 ○ 森　田　正　司　　岡三証券　CMA

　　　同　　　 ○ 山　田　能　伸　　ドイツ証券

� 以上12名

◯企業会計研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（○印は

新任）。

　　座　長　　　　小宮山　　　賢　　早稲田大学

　　委　員　　　　井　口　譲　二　　ニッセイアセットマネジメント　CMA

　　　同　　　　　伊　藤　敏　憲　　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　CMA

　　　同　　　　　岩　部　俊　夫　　新日本有限責任監査法人　CMA
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　　　同　　　　　引　頭　麻　実　　大和総研　CMA

　　　同　　　　　大　瀧　晃　栄　　SMBC日興証券

　　　同　　　　　窪　田　眞　之　　楽天証券　CMA

　　　同　　　　　熊　谷　五　郎　　みずほ証券　CMA

　　　同　　　　　後　藤　　　潤　　格付投資情報センター

　　　同　　　　　辻　野　菜　摘　　JPモルガン証券　CMA

　　　同　　　　　野　村　嘉　浩　　野村證券　CMA

　　　同　　　　　平　井　直　樹　　野村證券　CMA

　　　同　　　　　万　代　勝　信　　一橋大学

　　　同　　　　　吉　井　一　洋　　大和総研　CMA

　　　同　　　 ○ 米　山　正　樹　　東京大学

� 以上15名

　　退　任　　　　北　村　敬　子

▲

�会員の異動
○新入会者（平成28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

阿部　逸磨 みずほ信託銀行株式会社
安藤　義夫 大和証券株式会社
飯沼　誠治 株式会社東京スター銀行
石川　輝 野村信託銀行株式会社
今津　雄太
今村　孝行 大和証券株式会社
岩村　友寛 NTTファイナンス株式会社
大野　美希子 NTT
大森　勇武 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
岡　竜也
荻原　聖司 みずほ信託銀行株式会社
笠原　孝高
上條　宏子
佐田　有里予 ＭＵ投資顧問株式会社
佐藤　良亮 愛知県信用農業協同組合連合会
鈴木　立史 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
鈴木　洋佑 NTTファイナンス株式会社
高村　歩 大和証券投資信託委託株式会社

田中　裕喜 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社

辻田　広樹 みずほ証券株式会社
寺崎　亮 明治安田生命保険相互会社
野村　莉佳
平等　直樹 旭川信用金庫
藤澤　辰 野村證券株式会社
牧　武
牧井　俊介 湖北高和創業投資管理有限公司
松本　大介 株式会社鳥取銀行
松山　林太郎 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
丸山　諒人 山梨県信用農業協同組合連合会
道本　年康 朝日火災海上保険株式会社
三井　佳子 スパークス・アセット・マネジメン

ト株式会社
柳内　健吾 日本銀行
山田　純矢 アフラック（アメリカンファミリー

生命保険会社）
山田　季延 野村證券株式会社
渡邊　誠 株式会社野村総合研究所
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○退会・会員資格喪失（平成28年９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 東　由久 尾崎　洋佑 杉浦　圭哉 吉見　大佑

個人賛助会員 村上　明里

＜上記以外＞
検定会員 門田　瑞貴

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 海老原　久

○会員状況（平成28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

26,613� （26,533） （80） 222 185 （155） （30） 27,020

『証券アナリストジャーナル』訂正のお知らせ
　本誌2016年９月号80ページ右段の７～８行目に下記の誤りがありましたので、お詫びし訂正いた
します。
【誤】３期間とも係数の符号が仮説とは逆になったものの、有意な結果が得られた。
【正】３期間とも有意な結果が得られた。
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個人会員の皆さまへ

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（http://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■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（無料）
⑵IRミーティング・講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹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
⑺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


