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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▲

�第494回理事会を開催しました
　５月31日（水）に第494回理事会が開催され、以下の事項について決議及び報告が行われました。

　【決議事項】

　　１．2016年度事業報告及び決算の件

　　２．�2016年度決算に当っての基本財産・積立基金への積立および「基本財産および積立基金の積立・

取崩について」の一部規程改正の件

　　３．「入会及び退会規程」及び「規律委員会規則」の一部改正の件

　　４．第45回定時総会の開催日時、場所、議題の件

　【報告事項】

　　１．検定会員の称号について

　　２．VI（ビジュアル・アイデンティティ）案について

　　３．証券アナリスト通信教育講座テキストの著作権について

　　４．�第474回理事会（2012年３月開催）関連の報告（資格を喪失させた法人会員グループに所属し

ていた検定会員に対する事前審査結果）

　　５．会計監査人の再任の件

　　　詳細は、協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

協会だより1
１．お知らせ：494回理事会／第45回定時総会／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」）のご案内
２．トピックス：2017年証券アナリスト第２次レベル試験を実施／ 2017年３月のCIIA試験

結果／ ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会の開催／ASBJがリサーチ・
ペーパー第３号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」を公表／「地区交流
会」活動状況／講演要旨／国際セミナー動画

３．委員・会員の異動

協会だより1
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▲

�第45回定時総会を開催しました
　６月15日（木）開催の第45回定時総会（開催場所：当協会第１セミナールーム）は、個人及び法人代

議員総数（144名）の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め112名）を得て成立し、以下の事項に

ついて報告が行われました。

　【報告事項】

　　１．2016年度事業報告及び決算

　　２．2017年度事業計画書、収支予算、資金調達及び設備投資の見込み

　　３．会計監査人の再任の件

　詳細は、当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲

�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。

　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

方には、割引が適用されます。

「ポートフォリオ理論初級講座」 ７月22日（土）、７月29日（土）
「デリバティブ初級講座」 ８月19日（土）、８月26日（土）

※�両講座一括でお申込みの方や首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）以外の在

住者の方には受講料の割引があります。

　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。

２．トピックス▲

�2017年証券アナリスト第２次レベル試験を実施しました
　2017年証券アナリスト第２次レベル試験を、６月３日（ニューヨーク、ロンドン）、６月４日（国内、

香港）に実施しました。受験者は2,414名、出席率は77.4％でした（昨年同2,410名、76.5％）。

　試験の結果は８月中旬に受験者に通知される予定です。

▲

�2017年３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
　2017年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）の試験で、当協会検定会員の37名の方が第１及び第

２単位の両単位に合格（CIIA資格を取得）し、両単位合格者の累計は2,739名となりました。

　なお、世界全体の両単位合格者は、今回の試験では260名、累計で8,791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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協会からのご案内

▲

�ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会が香港で開催され
ました

　ASIF理事会が５月12日（金）に香港で開催されました。ASIF会長のPaiboon�Nalinthrangkurn氏（タ

イ協会会長）、副会長の前原当協会専務理事のほか、理事であるJohn�Maguire氏（香港協会会長）、

Chris�Whitehead氏（オーストラリア協会CEO）が出席し、本年10月に東京で開催予定のASIFフォー

ラムのテーマ及びプログラム内容、また今後ASIFとして取り組むべき課題、加盟協会へのサービス提供

方法等について検討されました。

▲

�ASBJがリサーチ・ペーパー第３号「のれんを巡る財務情報に関する
アナリストの見解」を公表しました

　企業会計基準委員会（ASBJ）は当協会の協力を得て、のれん及び減損を巡るアナリストの現在の見

解をより深く理解することを目的に、11名の日本のアナリストに対する詳細なインタビューを実施しま

した。このペーパーは、そのインタビューの結果を要約したもので、のれんの会計処理に関する国際的

な議論の促進に資することが期待されています。詳細は、下記をご覧ください。

企業会計基準委員会ホームページ＞IFRS関連情報＞意見発信のためのペーパー＞リサーチ・ペーパー第

３号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」の公表
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▲

�「地区交流会」活動状況について
○北海道地区交流会（2017年度第１回）

・開催日、場所：６月２日（金）札幌証券取引所

・勉強会テーマ：「地殻変動ベンチャー成長投資最前線

　　　　　　　　（北海道のVC投資・IPO支援を振り返る）」

・講　師　　　：�村口和孝氏　CMA

　　　　　　　　（日本テクノロジーベンチャーパートナーズ

　　　　　　　　代表取締役／CEO、

　　　　　　　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科

　　　　　　　　（慶應ビジネススクール）講師）

・参加者　　　：11名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①「グローバル株式アウトルック―トランプ政策の実現で継続する米国主導の好循環―」
　　（４月19日東京、４月21日名古屋、４月25日大阪開催）

　　講師：�壁谷洋和氏　CMA（大和証券　投資戦略部　マクロ分析課長　チーフグローバルストラテジスト）

　②「証券取引等監視委員会中期活動方針（第９期）～四半世紀の活動を踏まえた新たなステージへ～」
　　（４月26日開催）

　　講師：引頭麻実氏　CMA（証券取引等監視委員会　委員）

　③�「ESGに関する法規制・法実務の最新動向と企業・金融機関の対応策―ESG関連リスク管理のため
の開示・エンゲージメントのあり方を中心に―」（５月11日開催）

　　講師：高橋大祐氏　CMA（真和総合法律事務所　パートナー弁護士）

　④「欧米制裁と原油価格がカギを握るロシア経済の行方」（５月16日開催）
　　講師：金野雄五氏（みずほ総合研究所　調査本部　欧米調査部　上席主任エコノミスト）

　⑤「インバウンド・越境EC―これぞ！中国人に売れるポイント」（５月17日開催）
　　講師：徐向東氏（中国市場戦略研究所（CM-RC.com）代表／多摩大学大学院　客員教授）

　⑥「2050年働き方未来図―AIの衝撃を乗り越え新たな成長を目指すためには」（５月23日開催）
　　講師：鶴光太郎氏（慶應義塾大学大学院　商学研究科　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＞

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。
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▲

�動画を協会ホームページに掲載しました
　第８回SAAJ国際セミナー「資産運用ビジネスの新しい動きとそれに向けた戦略」（４月７日開催）
　①対談「運用業界の展望：KKR�40年超のグローバル投資経験を通じた見解」（音声：英語）
　　講師：ジョージ・R・ロバーツ氏（KKR共同創設者、共同最高経営責任者）

　　　　　平野博文氏（KKRジャパン　代表取締役社長）

　②「日本の資産運用会社の課題と戦略」
　　講師：渡邊国夫氏　CMA（野村アセットマネジメント　CEO兼執行役社長）

　③パネルディスカッション「ビッグデータ時代の運用会社の付加価値は何か」
　　パネリスト

　　奥野一成氏　CMA（農林中金バリューインベストメンツ　常務取締役CIO）

　　清水時彦氏（ゆうちょ銀行　市場部門執行役員　PE・不動産投資担当）

　　諏訪部貴嗣氏　CMA（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　計量投資戦略

　　　　　　　　　　　　グループ株式リサーチ共同責任者　マネージング・ディレクター）

　　司会

　　堀江貞之氏（野村総合研究所　金融ITイノベーション研究部　上席研究員）

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（５月19日）
　・研究会
　　　退　任　　岩　田　直　樹　　　野村アセットマネジメント　CMA

　　　就　任　　中　熊　靖　和　　　野村アセットマネジメント　CMA

　・専門部会
　　（自動車・同部品・タイヤ）
　　　退　任　　根　来　裕　昭　　　三井住友信託銀行　CMA

　　（運輸）
　　　退　任　　土　谷　康　仁　　　元メリルリンチ日本証券
　　　就　任　　佐々木　裕　一　　　アセットマネジメントOne　CMA

　　（個人投資家向け情報提供）
　　　退　任　　松　本　　　寿　　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　　　就　任　　松　丸　　　修　　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA



©日本証券アナリスト協会　2017� 83

協会からのご案内

▲

�会員の異動
○新入会者（2017年５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

　　　法 人 会 員
　株式会社熊本銀行　　　　　　株式会社親和銀行　　　　　　株式会社福岡銀行

○退会・会員資格喪失（2017年５月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）
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 大井　太 大杉　健 大野　宗仁 岡地　靖

岡本　剛 小田　敏博 小渕　保東 樫村　定治
鎌田　陽一 木村　正明　6732 小坂　博昭 柴谷　哲弥
鈴木　真人 薗田　真一 田原　正也 出口　佳樹
中尾　宏 西原　栄作 原　和宏 福田　正彦
福地　繁 森野　真一郎 山田　一博 米澤　武史
和田　充弘　28547

法人賛助会員 株式会社ＭＭ総研 ベアリングス・アドバイザーズ株式会社

○会員状況（2017年５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

26,604 （26,524） （80） 219 172 （143） （29） 26,995

浅井　哲行 みずほフィナンシャルグループ
井尾　嘉宏 三菱UFJ信託銀行株式会社
池見　真理子 プルデンシャル・インベストメント・�

マネジメント・ジャパン株式会社
石川　将人 三井物産株式会社
岩佐　琢磨 大和証券投資信託委託株式会社
上田　恭大
大木　岬
大城　真太郎 三井住友アセットマネジメント株式

会社
川村　真生 大和証券投資信託委託株式会社
北村　浩伸 株式会社日本政策投資銀行
北村　怜大 三菱UFJ国際投信株式会社
楠田　裕亮 株式会社りそな銀行
倉嶋　亮
小林　武史 みずほ証券株式会社
後藤　充輝 有限責任あずさ監査法人
権田　達大
齋藤　高人
坂江　弘 SMBC不動産調査サービス株式会社
坂巻　成彦 野村證券株式会社
佐相　兼呂 三菱UFJ国際投信株式会社

佐藤　武仁 丸三証券株式会社
嶋田　彰 株式会社三井住友銀行
高橋　耕平 UBS証券株式会社
辻　宏樹 みずほ証券株式会社
辻　雄一郎
徳永　拓也 株式会社三井住友銀行
中川　知彦 株式会社野村総合研究所
中道　淳 株式会社宮崎銀行
中村　要三
楢崎　元樹
橋爪　豊 京浜急行電鉄株式会社
濱口　実
藤原　暢 株式会社新生銀行
細谷　昂史
本田　美明
松尾　賢弥 SMBC日興証券株式会社
松山　理英 SMBC日興証券株式会社
三上　康子
森　稜涼 三菱UFJ国際投信株式会社
安原　由季野
山田　恭子 全国市町村職員共済組合連合会
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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）
⑵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


