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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502回理事会を開催しました
　５月24日（金）に第502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　2018年度事業報告及び決算の件

　第２号議案　�2018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　中期経営計画（2019年度～ 2021年度）の件

　第４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

　第５号議案　第47回定時総会の開催日時、場所、議題の件

　【報告事項】

　１．「グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）」の2020年改訂について

　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47回定時総会を開催しました
　６月11日（火）開催の第47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（151名）の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め109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。

協会だより1
１．お知らせ：第502回理事会を開催／第47回定時総会を開催／７月22日にシンポジウムを

開催／ TCFDに賛同
２．トピックス：2019年証券アナリスト第２次試験を実施／ 2019年３月のCIIA試験の結果

／ 2019年証券アナリスト第１次春試験の結果／ IASBの議長が来訪／「地区交流会」の
活動状況／講演要旨／女性CMAのインタビュー記事広告を掲載

３．顧問・委員・会員の異動

協会だより1
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　【報告事項】

　１．2018年度事業報告及び決算

　２．2019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．中期経営計画（2019年度～ 2021年度）

　４．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。

▲

�７月22日（月）に、シンポジウム「地球温暖化と金融資本市場」を開
催します

　当協会主催、日本経済新聞社共催、環境省後援（予定）のもと、シンポジウム「地球温暖化と金融資

本市場」を７月22日（月）18時30分からイイノホール（東京都）で開催します（入場無料）。詳細は当

ジャーナル誌７月号裏表紙裏でご覧ください。

▲

�当協会はTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同しま
した

　2017年６月に公表されたTCFDの最終報告書に対し、日本証券アナリスト協会はその趣意に対する賛

同を表明しました。

　世界では約680の企業・団体が、また日本でも約160の企業・団体が賛同を表明しています（2019年

５月現在）。

２．トピックス▲ �
2019年証券アナリスト第２次試験を実施しました

　2019年証券アナリスト第２次試験を、６月１日（ニューヨーク、ロンドン）、６月２日（国内、香港）

に実施しました。受験者は2,596名、出席率は72.2％でした（昨年同2,520名、73.8％）。

　試験の結果は８月上旬に受験者に通知される予定です。

▲

�2019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

　2019年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）の試験で、CMAの36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2,810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242名、累計で9,537名となりました。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞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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▲

2019年証券アナリスト第１次春試験の結果を公表しました
　本年４月に実施した証券アナリスト第１次春試験の受験者数は３科目延べ8,269名（昨年春試験7,698

名）、合格者数は3,909名（同3,951名）、合格率は47.3％（同51.3％）でした。

　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＞受験データをご覧くだ

さい。

▲

�IASBのフーガーホースト議長が来訪
　５月23日に、国際会計基準審議会（IASB）のハンス・フーガーホースト議長、６月末で退任される

鶯地隆継理事、７月１日に就任される鈴木理加理事が当協会へ来訪されました。お２人の交代挨拶と、

当協会が日本の財務諸表利用者を代表して、IFRS（国際財務報告基準）の開発に様々な分野で貢献して

いることへ感謝の意を伝えるためです。

▲

「地区交流会」の活動状況について
○関西地区交流会（2019年度第２回）

・開催日、場所　：６月１日（土）　難波市民学習センター

・講演会テーマ　：�「地域金融機関経営の将来

　　　　　　　　　～瀬戸際に立つ地域金融機関～」

・講　師　　　　：平野吉伸氏　CMA

　　　　　　　　　（奈良中央信用金庫　常務理事）

・参加者　　　　：19名

　講演会終了後に意見交換会を実施しました。
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▲ �

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20日開催）
　講師：中田勝紀氏（日本銀行　国際局長）

　当ジャーナル誌今月号にも掲載

②「野口英世博士が退任する日―キャッシュレス化の現状と課題―」（５月15日開催）
　講師：小早川周司氏（明治大学　政治経済学部　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。

▲ �

読売新聞女性サイト「OTEKOMACHI大手小町」に女性CMAのイン
タビュー記事広告のシリーズ掲載を開始しました

　読売新聞社が運営する女性向けサイト「OTEKOMACHI大手小町」

にて、資格を活かして各業界で活躍中の４名の女性CMAインタビ

ュー記事広告（動画付き）を、全４回シリーズで６月26日より掲載

を開始しました。第１回は白鳥沙紀氏　CMA（エーザイ）です。

▲ �

雑誌・ウェブサイト「PRESIDENT　WOMAN」に女性CMAのイン
タビュー記事広告を掲載しました

　雑誌「PRESIDENT�WOMAN Premier」夏号とウェブサイト

「PRESIDENT WOMAN」に、佐藤有氏　CMA（SMBC日興証券株

式調査部）のインタビュー記事広告を掲載しています。

　なお、７月24日には、佐藤有氏を講師に女性向けワークショップ

を開催する予定です。

佐藤有氏の
インタビューは
こちらから→

白鳥沙紀氏の
インタビューは
こちらから→
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３．顧問・委員・会員の異動（敬称略）▲

�顧問の異動（６月14日）
　　　退　任　　庵　　　栄　伸　　全国地方銀行協会　前副会長

　　　就　任　　柴　田　　　久　　全国地方銀行協会　副会長

▲

�委員の異動
　○ディスクロージャー研究会（５月23日）
　・専門部会

　（運輸）　

　　　退　任　　佐々木　裕　一　　アセットマネジメントOne　CMA

　　　就　任　　鈴　木　克　彦　　みずほ証券　CMA

　（通信・インターネット）　

　　　退　任　　土　門　　　泰　　りそな銀行　CMA

　　　就　任　　寺　島　　　正　　大和証券投資信託委託　CMA

▲

�会員の異動
○新入会者（2019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

青木　隼人 株式会社ベイカレント・コンサルティング
赤尾　優太
浅田　卓也 株式会社北陸銀行
安藤　航平 野村アセットマネジメント株式会社
飯島　寛太 大和証券投資信託委託株式会社
飯塚　圭介
石原　大嵩 野村證券株式会社
市川　智史
井上　徹
岩崎　真之 株式会社三菱UFJ 銀行
岩田　剛 野村アセットマネジメント株式会社
上原　みなみ 野村アセットマネジメント株式会社
榎本　千里 エアスペース株式会社
遠藤　裕斗 三菱UFJ 国際投信株式会社
岡田　泰則
小川　健輔
小佐野　誠
小野口　高史 株式会社みずほフィナンシャルグループ
笠松　祐太 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
門脇　雅純 住友生命保険相互会社
金井　啓 みずほ証券株式会社
鎌田　朗碩
川西　崇尋 野村信託銀行株式会社
木村　沙織

久保田　慶一 静岡保徳株式会社
小林　成美 大和証券投資信託委託株式会社
斉藤　崇徳
境野　瑞希 野村アセットマネジメント株式会社
左近　祐太朗 オリックス株式会社
佐々木　愛子 アクサ生命保険株式会社
佐藤　友
鎮目　那波
柴田　知紗子 三菱UFJ 信託銀行株式会社
清水　理裕 株式会社ダイヤモンド社
清水　裕介 野村アセットマネジメント株式会社
末吉　繁志 株式会社肥後銀行
杉江　歩 野村アセットマネジメント株式会社
鈴木　彰吾 野村アセットマネジメント株式会社
鈴木　摩耶
十河　寛 株式会社みずほ銀行
高梨　瑛文 三菱UFJ 国際投信株式会社
高橋　慶 三菱UFJ 信託銀行株式会社
高山　信一
多賀　信彦 東京海上アセットマネジメント株式会社
武本　久
築地　浩也
津田　淳一
坪谷　竜聖 株式会社かんぽ生命保険
外木　賢人 野村アセットマネジメント株式会社
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　　　個人賛助会員

○退会・会員資格喪失（2019年5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 市川　智 小森　英樹 田中　純 横山　美帆

大藤　康雄 貞森　有典 谷　有弘 脇　克行
柿沼　亮太 篠田　篤 中村　和正 渡辺　和朗
川崎　寿博 宿輪　欣生 成山　和也 渡部　主税
黒田　卓志 千田　秀俊 野本　隆史

一般会員 平賀　八郎

個人賛助会員 神崎　充旦 柴野　真行

法人賛助会員 レカム株式会社

＜上記以外＞
検定会員 廣川　悠

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 安井　道兼 山下　逸喜

○会員状況（2019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

27,337 （27,262） （75） 210 159 （129） （30） 27,706

米津　幸夫

土橋　邦夫
内藤　麻人 野村アセットマネジメント株式会社
中陳　敬人 野村アセットマネジメント株式会社
中曽根　慧 三井住友信託銀行株式会社
長野　亮祐 大和証券投資信託委託株式会社
鳴海　航 株式会社ゆうちょ銀行
西田　勇樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
橋本　翔太 野村アセットマネジメント株式会社
橋本　美紀
原　健介
原　淳史郎
原田　智 クレディ・アグリコル銀行東京支店
坂西　潤一 オリックス株式会社
日野　孝俊 SMBC日興証券株式会社
馮　逸春 野村アセットマネジメント株式会社
福岡　良浩
藤　直也 野村證券株式会社

藤本　勲
布施木　智之
武川　千晶 SMBC日興証券株式会社
松尾　雄二
松村　一輝 大和証券株式会社
三浦　将也 野村アセットマネジメント株式会社
水谷　幸二 佃パートナーズ株式会社
溝口　雄志郎 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
源本　悟司 大和証券株式会社
室伏　由佳
森重　智揮 三菱UFJ 信託銀行株式会社
山下　陽平 野村アセットマネジメント株式会社
山野　裕太 三菱UFJ 国際投信株式会社
Lew　Yow�Keong
渡邊　洋一 株式会社りそな銀行
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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


