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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499回理事会を開催しました
　５月25日（金）に第499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】

　　第１号議案　2017年度事業報告及び決算の件

　　第２号議案　�2017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

　　第３号議案　補充理事候補者の件

　　第４号議案　代議員選挙管理委員会の設置の件

　　第５号議案　第46回定時総会の開催日時、場所、議題の件

　【報告事項】

　　１．PB資格試験制度の見直しについて

　　２．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。

▲

�第46回定時総会を開催しました
　６月12日（火）開催の第46回定時総会（開催場所：当協会第２セミナールーム）は、個人及び法人代

議員（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

て決議及び報告が行われました。

協会だより1
１．お知らせ：第499回理事会／第46回定時総会
２．トピックス：2018年証券アナリスト（CMA）第２次レベル試験を実施／ 2018年３月の

CIIA試験の結果／九州地区交流会創設10周年記念講演の開催／事業承継シンポジウムの
開催／金融庁・企業会計審議会監査部会「監査基準の改訂について（公開草案）」につい
て意見書を提出／講演要旨／国際セミナー動画／ PB関連セミナーの動画、講演要旨

３．役員・委員・会員の異動

協会だより1
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　【決議事項】

　　第１号議案　補充理事の選任の件

　【報告事項】

　　１．2017年度事業報告及び決算

　　２．2018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

　　４．代議員選挙管理委員会の設置の件

　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。

２．トピックス▲

�2018年証券アナリスト（CMA）第２次レベル試験を実施しました
　2018年証券アナリスト（CMA）第２次レベル試験を、６月２日（ニューヨーク、ロンドン）、６月３

日（国内、香港）に実施しました。受験者は2,520名、出席率は73.8％でした（昨年同2,414名、

77.4％）。

　試験の結果は８月上旬に受験者に通知される予定です。

▲

�2018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

　2018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（CMA）の35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2,774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205名、累計で9,135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。
▲

福岡市にて九州地区交流会創設10周年記念講演を開催しました
・開催日、場所：６月８日（金）アクロス福岡

・講演会　　　：改めて日本経済の真の課題を考える

・講　師　　　：�白川方明氏（青山学院大学国際政治経済学部特

任教授、日本銀行前総裁）

・参加者　　　：102名

　講演会には九州地区交流会会員のほか、地元金融機関の役職員

も多数参加し、盛況のうちに終了しました。また、講師を交えて

懇親会を開催し、九州地区交流会の創設10周年を祝しました。
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▲

�事業承継シンポジウムを開催しました。動画で視聴頂けます
　日本経済新聞社との共催でPB資格プロモーションイベント「高まるプライベートバンカーへの要請　

事業承継新時代を支える、信頼されるパートナーとは」を、６月７日（木）に日経カンファレンスルー

ムにおいて開催しました（参加者252名）。

　中小企業庁事業環境部財務課長の菊川人吾氏による基調講演に続き、パネルディスカッションでは、

北山雅一氏（キャピタル・アセット・プランニング　代表取締役社長）、三宅卓氏（日本M&Aセンター　

代表取締役社長）、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）、家森信善氏（神

戸大学経済経営研究所副所長・教授）から、今回の事業承継の抜本改正を踏まえその影響や、プロフェ

ッショナルが身に付けるべきスキルについて実務家の立場からのご意見を披露頂きました。

　なお、セミナーの模様は下記から動画でご視聴頂けます。

▲

�金融庁・企業会計審議会監査部会「監査基準の改訂について（公開草
案）」について意見書を提出しました

　金融庁・企業会計審議会監査部会は、2018年５月８日に「監査基準の改訂について（公開草案）」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、

６月６日に金融庁に提出しました。

　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�「世界経済の現状と展望」（３月19日開催）
　　講師：中田勝紀氏（日本銀行　国際局長）

　　　（当ジャーナル７月号にも掲載）

　②「日本経済の課題と生産性向上、働き方改革」（４月16日開催）
　　講師：�佐治信行氏　CMA（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　エクイティリサーチ部　チーフエ

コノミスト）

　③�「グローバル株式アウトルック―米国株に対する目線を変えるべきか否か―」（４月20日名古屋、
４月27日大阪、５月８日東京開催）
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　　講師：壁谷洋和氏　CMA（大和証券　投資情報部　チーフ　グローバル　ストラテジスト）

　④�「トランプ政権の実績と評価、および今後の展望」（５月10日開催）
　　講師：久保文明氏（東京大学大学院　法学政治学研究科　教授）

　⑤�「新世代の台頭で揺れる中東と非OPECの生産増が要点の原油情勢」（５月14日開催）
　　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問、インスペックス　特別顧問）

◆�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。

▲

�動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　第９回SAAJ国際セミナー（４月18日開催）
　セッション１
　　「プライベートエクイティー：投資機会と課題」
　　講師：マーク・アンソン氏（コモンファンド　CIO）

　同　上
　　「日本の資産運用業界への期待」
　　講師：髙橋則広氏（年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）　理事長）

　セッション2
　　「世界経済情勢の見通し」
　　講師：�ロバート・ゼーリック氏（アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー　取締役会会長

　　　　　（世界銀行　前 総裁））

　セッション3
　　「市場環境の変質と資産運用業の在り方」
　　講師：�西惠正氏（独立行政法人農業者年金基金　理事長（アセットマネジメントOne株式会社

　　　　　前 取締役社長））

　セッション4
　　パネルディスカッション「日本の運用会社はこれからどうすべきか」
　　パネリスト：

　　ケン・チャン・チェン・ウェイ氏（GICジャパン株式会社　代表取締役　日本代表）

　　中神康議氏　CMA（みさき投資株式会社　代表取締役社長）

　　森本紀行氏　CMA（HCアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長）

　　司会：

　　大海太郎氏　CMA（�タワーズワトソン株式会社　代表取締役社長、タワーズワトソン・インベスト

メント・サービス株式会社　取締役会長）



100� 証券アナリストジャーナル　2018.� 7

協会からのご案内

（※）ケン・チャン・チェン・ウェイ氏の音声は、会社規定により非公開です。

◆�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（会員、非会員で別料金）。

▲

�PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　＜PB補完セミナー＞

　①�「新しい事業承継スキーム廃業支援型バイアウトとは―オーナー経営者のための、新たな選択肢―」
（2018年３月15日開催）

　　舛井正俊氏　CMA（新生銀行事業承継金融部長）

　②�「事業承継支援の集中実施期間（「事業承継５か年計画」）時代のアドバイスのあり方―フィデュー
シャリー・デューティーの視点を踏まえた展開―」（2018年４月12日開催）

　　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有料で視

聴・ダウンロードできます（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と

非会員の方は、それぞれ別料金です）。

３．役員・委員・会員の異動（敬称略）▲

�理事の異動（６月12日）
　　　就　任　　杉　江　　　潤　　投資信託協会　副会長専務理事

▲
�委員の異動

　○日本証券アナリスト大会実行委員会（６月１日）
　　　退　任　　横　沢　泰　志　　みずほ銀行

　　　就　任　　林　　　　　敦　　みずほ銀行

　○ディスクロージャー研究会（６月１日）
　・研究会

　　　退　任　　横　沢　泰　志　　みずほ銀行

　　　就　任　　林　　　　　敦　　みずほ銀行

　・専門部会

　（鉄鋼・非鉄金属）

　　　退　任　　榎　本　尚　志　　メリルリンチ日本証券

　　　就　任　　尾　崎　慎一郎　　大和証券　CMA
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▲

�会員の異動
○新入会者（2018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
上り濱　光一 トレードウェブジャパン株式会社
足立　真陽 株式会社三井住友銀行
阿部　康隆 SMBC日興証券株式会社
新井　修平 大和証券投資信託委託株式会社
新玉　果令 野村アセットマネジメント株式会社
石井　健太郎
伊藤　笙吾 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
今井　崇公 野村アセットマネジメント株式会社
今村　恵子
井本　隆幸 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
岩村　祥太郎 大和証券投資信託委託株式会社
王　博瓊 野村證券株式会社
大植　勇輝
大楠　崚介 大和証券投資信託委託株式会社
大畑　一樹 大和証券株式会社
岡本　麟太郎
小川　桃奈 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
小田　悠貴 野村アセットマネジメント株式会社
小野　雅彦 全国共済農業協同組合連合会
栗原　剛
黒木　文弥 株式会社みずほ銀行
坂本　博義
指田　晃平 三菱UFJ 国際投信株式会社
篠田　俊久
柴戸　康輔 アライアンス・バーンスタイン株式会

社
島田　啓吾 モルガン・スタンレー・ビジネス・グ

ループ株式会社
下村　英雄
宋　熹允 三井住友アセットマネジメント株式会

社
高江洲　凪穂
高桑　大樹 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会

社

高橋　俊介 野村アセットマネジメント株式会社
高橋　誠
高橋　実央 野村アセットマネジメント株式会社
田中　謙
田中　良樹 新日鉄興和不動産株式会社
棚橋　研悟 野村證券株式会社
徳永　孝之 東京海上アセットマネジメント株式会

社
戸田　和秀 日本生命保険相互会社
中井　秀幸 東京海上アセットマネジメント株式会

社
新村　治人 東京海上日動火災保険株式会社
西出　浩之 米国みずほ銀行
橋本　隆
秦　雅人 株式会社三井住友銀行
林　浩太郎
福江　優也
前田　大樹 大和住銀投信投資顧問株式会社
松崎　涼祐
松本　啓 野村アセットマネジメント株式会社
松本　昌大 株式会社りそな銀行
宮川　燿 三菱UFJ 国際投信株式会社
宮崎　文吾 野村アセットマネジメント株式会社
桃崎　大
矢倉　賢範 東京海上アセットマネジメント株式会

社
安田　和宏 財務省
安田　俊幸
梁瀬　晴啓
山口　達也
山口　哲也
湯浅　健史 野村アセットマネジメント株式会社
吉田　康朗 株式会社かんぽ生命保険
吉波　聡

　

　　一 般 会 員
杉江　潤 一般社団法人投資信託協会

○退会・会員資格喪失（2018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 伊藤　雅子 坂岸　潔 多川　大介 松澤　一

下田　泰樹 長神　文憲 宮下　仁 木川　秀隆
杉山　容俊 中村　誠宏 安田　道男 小林　誠�11398
隅田　慶一 原田　大一郎 吉満　貴 小松　幸子
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一般会員 大久保　良夫

法人賛助会員 東北大学

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 石澤　美智男 松平　茂範

○会員状況（2018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

26,938 （26,856） （82） 213 167 （136） （31） 27,318
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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（https://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


