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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497回理事会を開催しました
　11月８日（水）に第497回理事会が開催され、以下の事項について決議・報告が行われました。

【決議事項】

第１号議案　「証券アナリスト教育委員会規則」の一部改正の件

第２号議案　「証券アナリスト教育および試験制度規則」の一部改正の件

【報告事項】

１．2017年度上期事業実績概要

２．「CMAプログラム見直しに関するワーキンググループ」について

３．PB（プライベートバンカー）資格制度について

４．会計監査人のローテーションについて

　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。

▲

�2018年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受
け付けています

　2018年３月10日（土）に実施されるCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みは2017年12月

１日から同31日までです。CIIA資格を取得するための試験を受験できるのは、日本では検定会員（CMA）

のみです。試験は、年１回ですので、ぜひこの機会に資格取得にチャレンジされることをお勧めします。

　詳細は、協会ホームページ＞国際公認投資アナリスト（CIIA）＞制度を知る・申込むをご覧ください。

協会だより1
１．お知らせ：第497回理事会／ 2018年３月CIIA試験の申し込み／土曜スクーリングの申し

込み
２．トピックス：2017年証券アナリスト第１次レベル秋試験結果／女性向けCMAイベント開

催／名古屋でPB資格紹介セミナー開催／明治大学と教育事業連携の覚書を締結／ ASIF年
次総会開催／ ASIFフォーラム／ ASBJ「収益認識に関する会計基準（案）」等について意
見書を提出／講演要旨

３．会員の異動
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▲

�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

　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（両スクーリングを同時に申し込まれると割引となります）。

　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。奨励クレジット取得者には、割

引が適用されます。

「ポートフォリオ理論初級講座」 2018年１月13日（土）、20日（土）
「デリバティブ初級講座」 2018年１月27日（土）、２月３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。

２．トピックス▲

�2017年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました
　本年９月に実施した証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果は、受験者数は３科目延べ5,012名（昨

年秋試験5,000名）、合格者数は2,586名（同2,621名）、合格率は51.6％（同52.4％）でした。

　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞証券アナリスト（CMA）第１次レベル＞受験デ

ータをご覧ください。

▲

�女性向けCMAイベント「ビジネス数字に強くなる！証券アナリスト
資格（CMA）を知ろう」を開催しました

　当協会としては初の女性向けCMAプロモーションイベント「ビジネス数字に強くなる！証券アナリ

スト資格（CMA）を知ろう」を、11月８日（水）に証券会館１階CAFE SALVADOR BUSINESS 

SALONにおいて雑誌プレジデントウーマンとの共催で開催しました（参加者46名）。

　キャリアコンサルタント森本千賀子氏による基調講演に続き、女性CMAである小野有季子氏（大和

投信委託）、眞下美嘉子氏（メットライフ生命）も交えた座談会では、CMAによって得られたスキルの

実際のビジネスシーンでの具体的な活用状況をご披露頂きました。

　参加者からは「自分のスキルアップにつながることが分かり、証券アナリストのことをもっと知りた

くなりました」など満足の声が多数寄せられました。
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基調講演 座談会

▲

�名古屋で「プライベートバンカー資格紹介セミナー」を開催しました
　プライベートバンカー資格普及のため、10月19日（木）に参加無料の紹介セミナー「これからの富裕

層・経営者向けビジネスとは」を名古屋で開催しました（参加者33名）。

　当協会のPB教育委員会委員長である株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役の米田隆

氏による基調講演「成功する富裕層コミュニケーションの在り方」で、プライベートバンカーとしての

キャリアの魅力やPB資格取得について、お話しいただきました。

▲ �

明治大学との間で教育事業連携にかかる覚書を締結しました
　当協会では、教育事業の一環として大学（院）との連携強化に努めていますが、2017年10月12日、

初めての取組みとして、明治大学商学部との間で、証券アナリスト資格を目指す学生を対象とした同大

学創設の助成制度を支援する趣旨の覚書を締結いたしました。

　今後、寄付講座による連携支援に加え、こうした連携方法も推進してまいります。

助成制度の概要は以下のとおりです。

　①証券アナリスト第１次レベル合格者に対する受講料、受験料の助成金支給

　②証券アナリスト第２次レベル合格者に対する受講料、受験料の助成金支給

　詳細は、当協会ホームページ＞協会について＞教育機関との連携＞教育機関への支援実績をご覧くだ

さい。

明治大学商学部関係者との打合わせ
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▲ �

�ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）年次総会が東京で開催さ
れました

　ASIF年次総会が10月27日（金）に東京で開催されました。今次総会で、当協会の前原専務理事を含

む４名の理事会メンバーが選出されました。今回選出された理事の中から、追って会長、副会長が互選

されます。また、今後のASIFの活動を強化するために、活発な議論が行われました。ASIF・各国協会

の教育コンテンツや各国規制状況に関する情報発信・共有を強化するため、ウェブサイトを改善するこ

と、年次カンファレンス（ASIFフォーラム）のセッション内容をより広く提供していくことなどが決定

されました。こうした活動について更に検討するため、理事会は、今後、電話会議を含め年４回開催さ

れることとなりました。

ASIF代表者とASIFフォーラム講師 ASIF年次総会

▲
�ASIFフォーラム「フィンテックが資産運用業界に与える影響」が開催
されました

　10月26日（木）にASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）と当協会との共催によりASIFフォー

ラム「フィンテックが資産運用業界に与える影響－アジアと日本の状況を中心に－」が学士会館（東京）

で開催され、当協会会員、ASIF関係者など240名が参加しました。

　三輪純平氏（金融庁総合企画局企画課信用制度参事官室フィンテック企画調整官）による基調講演に

始まり、北澤直氏（株式会社お金のデザイン取締役COO）、伊藤敬介氏（みずほ第一フィナンシャルテ

クノロジー株式会社取締役投資技術開発部長）、関雄太氏（株式会社野村資本市場研究所執行役員）等

第一線で活躍している専門家を講師に迎え、アジア・日本におけるフィンテックの進展と今後の資産運

用ビジネスへの影響について大変示唆に富む講演とパネルディスカッションでの活発な議論が行われま

した。セッションは全て英語で開催され、一部セッションの動画をASIFウェブサイトに掲載する予定で

す。
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開会挨拶を行うASIF会長
Paiboon Nalinthrangkurn氏

ASIFフォーラム会場

▲

�ASBJ企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」
等について意見書を提出しました

　企業会計基準委員会（ASBJ）は、2017年７月20日に企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

る会計基準（案）」等を公表し、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、10月20日にASBJ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」＞企業会計基準をご覧ください。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①�「会計勉強会・企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」について」（９月

11日開催）

　　講師： 小賀坂敦氏（企業会計基準委員会（ASBJ）　副委員長）、川西昌博氏（企業会計基準委員会 

（ASBJ）　ディレクター）

　②「価値共創ガイダンス策定の背景とアナリストに期待すること」（９月19日開催）

　　講師：福本拓也氏（経済産業省　経済産業政策局　産業資金課長（併）新規産業室長）

　③「為替市場の現状と展望」（９月22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「人財基盤を強化する『働き方改革』～大和ハウス工業の取り組みの実際～」（９月26日開催）

　　講師：菊岡大輔氏（大和ハウス工業　東京本社人事部　次長）

◆ 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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３．会員の異動
○新入会者（2017年10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

青木　龍一 伊藤忠商事株式会社
赤松　章司 株式会社みずほ銀行
東　雅貴 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
足立　恵理子
安達　景介 住友商事株式会社
阿部　誠也 株式会社七十七銀行
新井　香織 日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
碇山　敦 株式会社鹿児島銀行
池内　史博
石井　光太郎 株式会社日本政策金融公庫
石井　雅治 株式会社あおぞら銀行
石川　智久 株式会社群馬銀行
石川　裕彬 大同生命保険株式会社
石黒　隼人 株式会社りそな銀行
石里　進 伊藤忠商事株式会社
石田　隆 三井住友アセットマネジメント株式

会社
石田　剛 株式会社三井住友銀行
泉　聡基
礒野　博崇 奈良中央信用金庫
市川　大祐 株式会社りそな銀行
一色　良成
伊藤　賢太郎
伊藤　博文 関西アーバン銀行
稲本　拓也
井上　剛 株式会社三菱総合研究所
井上　昌志
井上　雅也 岡三証券株式会社
井上　玲 岡三証券株式会社
伊原　あきこ クレディアグリコル生命保険株式会社
今井　裕之 株式会社りそな銀行
今村　元紀 株式会社商工組合中央金庫
岩田　真広 三井住友アセットマネジメント株式

会社
上江洲　仁 株式会社お金のデザイン
上野　雅弘
上原　庄司
梅澤　和泰 アフラック（アメリカンファミリー

生命保険会社）
梅田　薫 SMBC フレンド証券株式会社
江守　夏菜子 ドイチェ・アセット・マネジメント

株式会社
王　久
大石　周平 株式会社大分銀行
大澤　渉 独立行政法人　国際協力機構
太田　博之 株式会社日立システムズ
大谷　洋平
大原　翔太 株式会社四国銀行
岡　大輔 日興アセットマネジメント株式会社

岡崎　高樹 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
荻生　博幸 株式会社北陸銀行
生越　大輔 株式会社あおぞら銀行
押切　和也 株式会社千葉銀行
小田島　広明 野村アセットマネジメント株式会社
越智　康 株式会社みずほ銀行
小畑　愛
小村　文義
柿本　渉 三井住友信託銀行株式会社
笠島　七緒喜 デクセリアルズ株式会社
春日　裕志 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
桂　由了 株式会社 USEN
加藤　万喜 寿証券株式会社
加藤　貴史 みずほ信託銀行株式会社
金城　光一 株式会社藤商事
金本　卓也 SMBC 日興証券株式会社
加茂　久弥 信金中央金庫
河岡　紀彦
川上　涼一 三井住友信託銀行株式会社
河野　真吾 SMBC 日興証券株式会社
河野　良亮 株式会社中国銀行
菊田　雅也
木谷　陽祐 大同生命保険株式会社
木村　啓一
木村　啓成
久家　朋治 住友商事九州株式会社
日下部　映二 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
工藤　寛顕
久保　啓人 ブラックロック・ジャパン株式会社
窪田　悠次 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
久保田　亮
小泉　健雄 日本アイビーエム株式会社
古賀　一平 丸三証券株式会社
小新　泰史
児玉　晋
小針　輝也 豊田通商株式会社
小林　大暉 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
小林　宣士 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
小林　正樹 中央労働金庫
小松　拓生 SMBC 日興証券株式会社
後藤　聡史
後藤　洋介 株式会社あおぞら銀行
斎藤　樹太郎 三井物産株式会社
酒井　亮徳 三井松島産業株式会社
坂井　圭輔 阪和興業株式会社
坂井　洋介 デロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社
坂木　彩子
佐久間　功 株式会社常陽銀行
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佐々木　健斗 フコクしんらい生命保険株式会社
佐々木　雄一
笹澤　徹 大和証券株式会社
薩佐　恭平
佐野　智太郎
佐山　陽良 京都中央信用金庫
三瓶　清之
重松　航太朗 信金中央金庫
設楽　康次郎 ジブラルタ生命保険株式会社
柴田　康大郎 株式会社伊予銀行
島　健祐 株式会社東洋経済新報社
島田　俊寛 国家公務員共済組合連合会
清水　庸三
庄子　航平 株式会社国際協力銀行
白石　和之 住友商事株式会社
白鳥　沙紀 エーザイ株式会社
新行内　展博
陣内　竜太
末時　義隆 SMBC 日興証券株式会社
末光　祐也
菅原　貴子
杉原　隆詞 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
杉山　賢次 暁翔キャピタル株式会社
鈴木　鈴香
鈴木　拓也
鈴木　智博
鈴木　美宣 飛騨農業協同組合
関口　輝彦
芹澤　久美子 日本郵船株式会社
宗　茂典
曾根　啓太 ミューレックスアジア株式会社
高草　彰生 三井住友信託銀行株式会社
高島　秀歩 農林中央金庫
高須　宜人 みずほ信託銀行株式会社
高田　琴代 株式会社新生銀行
高堂　和英 フィデリティ投信株式会社
高橋　皓介 岡三証券株式会社
高橋　大吾 山田ビジネスコンサルティング株式

会社
高橋　政孝 神奈川県信用農業協同組合連合会
高橋　通浩 株式会社三井住友銀行
高橋　陽子 三井住友信託銀行株式会社
高村　誠 財務省
高山　英士
瀧山　琢治 株式会社フジトミ
詫間　玲子
武井　智史 三井住友信託銀行株式会社
武村　和正
田澤　篤 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
多田　匡志
立石　大二
田中　純 株式会社山陰合同銀行
田中　直之 三井不動産株式会社
田中　美由紀 野村アセットマネジメント株式会社
田中　龍之介 株式会社三菱東京 UFJ 銀行

田中　亮 関西電力株式会社
谷　信明 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
田上　陽之
田原　直樹 株式会社三井住友銀行
玉田　眞也
田村　嘉人 三井住友信託銀行株式会社
中鉢　雅一 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社
塚田　秀一 メットライフ生命保険株式会社
土屋　麻里奈
田　未来 岡三証券株式会社
徳田　修一
徳田　学 株式会社香川銀行
内藤　佑介
中尾　圭介
中澤　信幸 株式会社岩手銀行
中島　直樹 SMC 株式会社
中竹　祐太
中野　琴音
中村　一樹 東京海上日動火災保険株式会社
中村　一基
中村　公康
中村　茂織 三井住友信託銀行株式会社
中村　信也 株式会社岩手銀行
仲村　亮
長岡　瞳 三井住友信託銀行株式会社
長島　圭佑 株式会社みずほ銀行
永島　利輝 東海東京フィナンシャル・ホールデ

ィングス
長島　理絵 年金積立金管理運用独立行政法人
長場　昭穂 岡三証券株式会社
西上　昌樹 アフラック
西谷　弘樹
西山　絵里子 JFE ホールディングス
西山　寿典
新田　修平 野村證券株式会社
木勝島　洋二 明治安田生命保険相互会社
能美　大徹
野口　雅弘 三井住友信託銀行株式会社
野口　亮 株式会社りそな銀行
野原　忠寛
羽江　真也 株式会社十八銀行
長谷川　聡 日本生命保険相互会社
長谷川　仁 株式会社北洋銀行
長谷川　陽平 コンドーテック株式会社
羽田野　円 株式会社大分銀行
花家　和昌 兵庫県信用農業協同組合連合会
濱田　大輔
林　則孝 株式会社ゆうちょ銀行
林　陽介
原木　友也
原田　直樹 デロイトトーマツコンサルティング

合同会社
伴　政浩 太平洋セメント株式会社
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法人賛助会員 ABNアドバイザーズ株式会社

個人賛助会員 秋元建雄 株式会社スチュワート・マクラレン

○退会・会員資格喪失（2017年10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 石本　哲也 垣野　高秀 神谷　重幸 小嶋　毅
斎　志成 冨ヶ原　信久

＜上記以外＞
検定会員 西山　達也

日高　祥吾 株式会社肥後銀行
平松　惇 株式会社格付投資情報センター
廣田　倫也
福井　知博 住友生命保険相互会社
福田　紘己
福山　祥 国際協力機構
船越　裕貴 みずほ信託銀行株式会社
舟橋　紀幸 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
干場　敦 有限責任監査法人トーマツ
細谷　昌良 三井物産株式会社
本多　和喜 株式会社あおぞら銀行
前田　佳宏 ソニー生命保険株式会社
牧　芳雄
牧野　茂樹 株式会社野村総合研究所
松瀬　香央里 株式会社ユーザベース
松田　雄史 年金積立金管理運用独立行政法人
松原　清彦
松原　照憲 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
松本　幸大 損害保険料率算出機構
三浦　麻理子
三澤　裕輔 株式会社ゆうちょ銀行
三島　雅幸 香港貿易発展局
簾田　優子
水谷　文彦 野村アセットマネジメント株式会社
三田　泰也 三井住友信託銀行株式会社
三谷　太郎 ダイキン工業株式会社
南　拓馬
三原　千尋 株式会社 NTT データ・フィナンシ

ャル・ソリューションズ
宮内　悠平 株式会社常陽銀行
宮崎　美香 東京海上日動火災保険株式会社
宮崎　友騎 アクセンチュア株式会社
宮本　貴洋 東京スター銀行
向山　哲史 三菱商事株式会社
村上　健 株式会社三菱東京 UFJ 銀行

村上　英史 KLab 株式会社
村上　比東士 株式会社 SMBC 信託銀行
村瀬　一彦
村田　竜一
室井　千博 SMBC 日興証券株式会社
目賀田　克之 株式会社みずほ銀行
森　成孝 株式会社百十四銀行
森川　興二 みずほ証券株式会社
森道　裕介 岡三証券株式会社
矢代　有佳 大阪瓦斯株式会社
安延　拓也 株式会社中国銀行
矢野　武志 西尾信用金庫
山内　翔真 三菱 UFJ モルガンスタンレー PB 証

券株式会社
山岸　健一 リコーリース株式会社
山口　顕 株式会社ゆうちょ銀行
山下　友紀 株式会社みずほ銀行
山田　裕介
山田　洋輔
山本　章裕 明治安田生命保険相互会社
山本　誠治 SMBC 日興証券株式会社
山本　貴久 上田八木短資株式会社
山本　大祐 株式会社十六銀行
遊佐　公誌 アセットマネジメント One 株式会

社
吉田　達也
芳村　聡 住友生命保険相互会社
LIU　WEI 株式会社みずほ銀行
若林　俊行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
若見　真紀子 オリックス・システム株式会社
我妻　充史 キヤノンマーケティングジャパン株

式会社
渡辺　憲和 株式会社りそな銀行
和田　光代 大和証券株式会社
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○会員状況（2017年10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

27,062 （26,977） （85） 218 173 （143） （30） 27,453

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


