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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▲

�2019年度証券アナリスト第１次レベル講座を職場やお知り合いの方
にお勧めください

　2019年度証券アナリスト第１次レベル講座は、５月８日（水）から受講の申し込みを受け付けます（申

し込みは2020年１月31日（金）まで）。

　本講座は、①最新の理論・実務を体系的に分かりやすく解説したテキスト、②テキストで完結する教

育体系、③試験は春秋年２回実施（科目毎に受験可能）、④マイページから過去10回の試験問題と解答

のほか、練習問題、合否結果、受験最終年等各種管理情報が閲覧できるなど、学びやすい環境が整って

います。ぜひお知り合いの方にお勧めください。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞証券アナリスト第１次レベル講座からご覧いただけます。

２．トピックス▲ �

ASBJ「時価の算定に関する会計基準（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、2019年１月18日に企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関

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

に対応して意見書を取りまとめ、４月５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。

協会だより1
１．お知らせ：2019年度証券アナリスト第１次レベル講座の申し込み受け付け
２．トピックス：ASBJ「時価の算定に関する会計基準（案）」等について意見書を提出／「地

区交流会」の活動状況／講演要旨／ SAAJ国際セミナー
３．委員・会員の異動

協会だより1
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▲

�「地区交流会」の活動状況について
○関西地区交流会（2018年度第４回）

・開催日、場所　：３月23日（土）　大阪総合生涯学習センター

・勉強会テーマ　：�「大阪から世界へ　ワールドクラスを目指す

成長戦略」

・講師　　　　　：山城紀之氏　CMA

　　　　　　　　　（株式会社カプコン　総務部長）

・参加者　　　　：22名

　勉強会終了後に懇親会を開催しました。

▲ �

講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①�「＜アクティビストによるアプローチ＞企業と株主はいかにして『オーナーシップ投資を通じた長
期的エンゲージメント』によって利益を享受するのか―北欧市場の好事例に学ぶガバナンス改革の
アイデア」（１月24日開催）

　講師：Stefan�Charette（ステファン シャレット）氏（Athanase�Industrial�Partner�CEO/CIO）

②「2019年の新興国市場総点検」（２月28日開催）
　講師：山田雪乃氏　CMA（大和証券投資情報部兼金融市場調査部　シニアストラテジスト）

③「企業会計基準公開草案第63号『時価の算定に関する会計基準（案）』について」（３月６日開催）
　講師：�小野行雄氏（企業会計基準委員会（ASBJ）委員長）、熊谷充孝氏（企業会計基準委員会（ASBJ）

アシスタント・ディレクター）

④「2019年の内外経済・金融市場の展望」（３月12日開催）
　講師：高田創氏　CMA（みずほ総合研究所　専務執行役員　調査本部長　チーフエコノミスト）

⑤「内外の経済情勢と展望」（３月14日開催）
　講師：武田洋子氏　CMA（三菱総合研究所　政策・経済研究センター長　チーフエコノミスト）

◆�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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▲ �

第10回SAAJ国際セミナーを開催しました
　４月16日（火）に第10回SAAJ国際セミナー「デジタル化時代の新たな資産運用ビジネス」をマンダ

リンオリエンタル東京で開催しました。

　金融庁の井藤英樹審議官による基調講演に始まり、ニコラス・Ｓ.トゥルーマン氏（ティー・ロウ・プ

ライス　グローバル・インベストメント・マネジメント・サービシズ（GIMS）　アジア・パシフィック

地域統括責任者）、藤野英人氏 CMA・CIIA（レオス・キャピタルワークス　代表取締役社長　最高投資

責任者）の講演が続きました。最後に、清水毅氏 CMA（PwCあらた有限責任監査法人　パートナー、

資産運用インダストリー・リーダー　公認会計士）による司会の下、朝倉智也氏（SBIホールディング

ス専務取締役／モーニングスター　代表取締役社長）、有友圭一氏（国際資産運用センター推進機構　

代表理事）、柴山和久氏（ウェルスナビ　代表取締役CEO）によるパネルディスカッションを行いました。

各セッションとも日米の資産運用業界のトップリーダーからAIの普及とデジタル化が進む時代における

資産運用会社の在り方とその発展の方向性について、大変示唆に富む講演をいただき、また活発な議論

が行われました。レセプションでは、当初講演の予定であった遠藤俊英金融庁長官よりご挨拶をいただ

きました。176名の参加者からも有益であったとの声が聞かれました。

セッションⅠ
井藤審議官

セッションⅢ
藤野氏

セッションⅡ
トゥルーマン氏

パネルディスカッション
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３．委員・会員の異動（敬称略）▲

委員の異動
　○カリキュラム委員会
　　退　任　　桜　井　久　勝　　関西学院大学（３月31日）

　　就　任　　芹　田　敏　夫　　青山学院大学（４月１日）

　○試験委員会
　　退　任　　桜　井　久　勝　　関西学院大学（３月31日）

　　就　任　　角　間　和　男　　野村アセットマネジメント　CMA（４月１日）

○ディスクロージャー研究会（４月１日）
　　退　任　　河　村　哲　孝　　明治安田生命保険　CMA

　　　　　　　中　熊　靖　和　　元野村アセットマネジメント　CMA

　　就　任　　青　木　圭　介　　明治安田生命保険　CMA　

　　　　　　　内　田　陽　祐　　野村アセットマネジメント　CMA

○産業研究会（４月１日）
　　退　任　　牛　窪　恭　彦　　みずほ銀行　CMA

　　就　任　　中　村　浩　之　　みずほ銀行　CMA

○セミナー企画委員会（４月１日）
　　退　任　　北　村　乾一郎　　明治安田生命保険　CMA・CIIA

　　　　　　　染　谷　　　知　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　就　任　　岡　村　正　仁　　明治安田生命保険　CMA・CIIA

　　　　　　　古　賀　克　視　　三菱UFJ信託銀行

○第34回日本証券アナリスト大会実行委員会（４月１日）
　　退　任　　平　野　成　明　　野村アセットマネジメント　CMA

　　就　任　　嶋　　　龍　真　　野村アセットマネジメント　CMA

○証券アナリストジャーナル編集委員会（４月11日）
　　退　任　　豊　澤　泰　寿　　みずほ銀行　CMA

　　就　任　　澤　井　篤　生　　みずほ銀行
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▲

会員の異動
○新入会者（2019年３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

○退会・会員資格喪失（2019年３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 相川　輝充 川島　寛由 種村　隆行 堀田　龍作

相川　雅宏 北川　裕子 田村　和也 本田　史郎
相澤　祐太 木村　均 千原　研司 前田　恭彦
明石　和則 工藤　尚之 月野　正徳 真下　範行
赤松　章司 熊谷　直紀 坪倉　省一 松井　克郎
赤松　孝泰 栗原　浩幸 津村　恵介 松浦　秀夫
天野　誠司 小池　直樹 出浦　一宏 松尾　徳仁
飯塚　信也 河野　伸三 外内　光弘 松川　大助
生駒　清文 古口　祥彦 戸野塚　孝男 松本　清志　11605
石井　一成 古林　薫 富永　浩司 丸山　耕司
石川　昌樹 小林　憲司 頓宮　昌 三木　義雄
磯部　昌宏 小林　紀一 仲野　惠理佳 湊　一郎
伊藤　亮太　34128 小林　央 仲野　尚幸 三原　光博
井上　公子 小林　美実子 中平　東 宮坂　明宏
井上　英隆 小林　泰則 中村　昭彦 宮部　恭典
井上　博哉 米谷　弘人 中村　力 宮脇　和哉
井上　善久 近藤　秀史 中村　光裕 村尾　聖治
岩元　伸幸 榮　朝雄 中村　要三 村岡　俊作
上岡　隆 佐久間　譲治 中山　晴喜 村上　陽子
植木　禎裕 佐藤　高 南條　祐治 村松　孝悦
上田　洋一郎 佐藤　秀将 新名　真理子 望月　淳
宇田　典弘 佐藤　義剛 西山　由貴 森井　俊介
江尻　明 真田　隆夫 野口　文高 森脇　俊朗
大井　由香 佐野　淳一 野口　将寛 簗場　智光
尾家　博之 佐野　禎信 萩尾　達哉 山岸　美佐枝
大久保　元弘 澤　ヒロユキ 橋浦　隆一 山口　高史
大久保　康雄 島崎　哲志 橋本　政人 山下　伸一
大関　崇彦 清水　正人　16214 林　俊彦 山科　武司
大竹　喜久 下山　耕一郎 原田　久義 山本　昭男
大塚　祐一 庄子　治 馬場　信治 山本　繁樹　16260
大西　靖志 正司　素子 日置　哲也 山本　正行
大八木　裕之 城山　昌樹 土方　俊幸 山本　睦男
岡田　清 菅沼　優子 平岡　規之 吉田　大希
岡本　英之 須崎　嘉之 平野　健生 吉原　美彦
小川　俊介 鈴木　賢二 平松　仁志 與猶　康弘
尾上　剛 鈴木　祐介 福田　敬也 米須　聖子
小柳　千佳子 関口　義典 藤本　悟智人 劉　榕鋳
片岡　俊彦 高田　三喜雄 保坂　賢司 渡邉　貴豊
金谷　卓実 高道　昭夫 保坂　岳 渡邉　希彦
金崎　喜博 高橋　直樹　4971 星　忠明 渡部　雅
加納　文範 田中　敦也 星野　潤

會川　良尚 SMBC日興証券株式会社
上西　秀明 SMBC日興証券株式会社
木下　尚弦 大同生命保険株式会社

真壁　洋一 SMBC日興証券株式会社
諸星　航洋



©日本証券アナリスト協会　2019� 77

協会からのご案内

一般会員 引馬　滋

法人賛助会員 双日株式会社

＜上記以外＞
検定会員 井口　聖一朗 中尾　圭介 吉田　浩一 吉田　卓郎

大島　雅章 茂木　優作

○会員状況（2019年３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

27,248 （27,169） （79） 212 163 （132） （31） 27,623
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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


