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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．新芝会長メッセージ▲

�新芝会長から会員の皆さまに向けてメッセージが出されました
　新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、４月21日、協会による継続学習に役立つ施策の実施や金

融・資本市場への情報発信について、新芝会長から会員の皆さまに向けて、以下の通りメッセージが出

されました。

会員の皆さまへ

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔や

み申し上げますとともに、影響を受けられている全ての方々に心よりお見舞い申し上

げます。会員の皆さまにおかれましても、通常の活動ができない状況にあることと拝

察いたします。

この間、当協会では、会員はじめ金融・投資に携わる方々の安全を最優先事項と考え

て事業運営に当たって参りました。３月以降、会場に集まる形での講演会等を取り止

めているほか、４月のCMA第１次試験、６月の同第２次試験については、苦渋の決

定ではありましたが、それぞれ、中止、延期といたしました。

そうした中にあっても、当協会としましては、継続学習に役立つ施策の実施、金融・

資本市場への情報発信を、現下の情勢に相応しい形で行って参りたいと考えております。

協会だより1
１．新芝会長メッセージ
２．お知らせ：新型コロナウイルス感染症への対応について／ 2020年証券アナリスト第１次

春試験の中止について／ 2020年証券アナリスト第２次試験の延期について
３．トピックス：プライベートバンカー（PB）資格認定者について（2020年３月末）／有料

動画の一部を無料で配信／講演会動画／講演会資料／金融庁「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等について意見書を提出

４．顧問・会員の異動
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継続学習に役立つ施策としては、協会ウェブサイトで有料にて提供しているセミナー等

の動画の一部を、７月末までの期間、会員の皆さまには無料で視聴いただけるようにし

ます。今後、７月までに新たに作成する動画についても同様の取り扱いといたします。

金融・資本市場への情報発信としては、ディスクロージャー研究会委員および専門部

会委員のご協力を得て緊急アンケートを実施し、感染拡大がアナリスト業務へ及ぼす

影響などについて情報を発信していきます。

現在、協会事務局は在宅勤務を中心に運営していますので、これらの施策については、

準備の整ったものから順次実施することといたします。

新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後、経済・社会が元の姿に戻るとは限りま

せん。むしろ、世の中を構造的に変えるようなパラダイムシフトが起きる可能性すら

あるでしょう。今のこの時期が、皆さまにとって力を蓄えるために意義のあるものと

なり、感染収束後、新しい経済・社会環境に対応しながら一層ご活躍される礎となる

ことを願っています。

2020年４月21日

公益社団法人日本証券アナリスト協会

会　長　　新　芝　宏　之

２．お知らせ▲
�新型コロナウイルス感染症への対応について

　新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなか、政府の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたこ

とを踏まえ、５月15日までに開催を予定していた講演会、IRミーティング、PB補完セミナーの会場で

の開催を中止しました（４月20日公表）。その後、緊急事態宣言の期間が延長されたことから、会場で

の開催を中止する期間を、５月末まで延長しました（５月８日公表）。

▲

�2020年証券アナリスト第１次春試験の中止について（３月31日公表）
　新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の状況に鑑み、受験者及び全ての試験関係者の健康と安全

を第一に検討した結果、2020年４月25日（土）・26日（日）に国内９都市及び海外３都市で予定してい

た2020年証券アナリスト第１次春試験を中止しました。なお、受験申込者には、秋試験（９月26日（土）・

27日（日））への振替えなどの措置を講じます。
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▲

�2020年証券アナリスト第２次試験の延期について（４月８日公表）
　新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく政府の緊急事態宣言を踏まえ、受験者及び全ての試験

関係者の健康と安全を第一に検討した結果、2020年６月６日（土）・７日（日）に国内９都市及び海外

３都市で予定していた2020年証券アナリスト第２次試験の延期を決定いたしました。2020年12月に実

施する方向で会場の確保など準備を進めています。

３．トピックス▲

�プライベートバンカー（PB）資格認定者について（2020年３月末）
　2020年３月末までの総資格認定者数は3,351名となりました。レベル別の資格認定者は、次の通りです。

　（1）�　PBコーディネーター＜初級レベル＞認定者1,008名

　（2）�　プライマリー PB＜中級レベル＞認定者2,194名

　（3）�　シニアPB＜上級レベル＞認定者149名

　詳細は、協会ホームページ＞プライベートバンカー（PB）資格＞新着情報をご覧ください。

▲

�有料動画の一部を無料で配信しています
　当協会では、ウェブサイトで有料にて提供しているセミナー等の動画の一部を、７月末までの期間限

定で、会員の皆さまに無料で視聴いただくことといたしました。今後、７月までに新たに作成する動画

についても一部同様の取り扱いとし、順次本数を増やしてまいります。

　無料視聴提供期間　７月31日（金）23：59まで
　※無料で閲覧できるのは会員の方だけとなります。

　※会員の方でも「ログイン」しないと無料で視聴できませんのでご注意ください。

　
　無料視聴できる動画
　�第10回SAAJ国際セミナー（2019年４月16日開催）／第19回夏期SAAJセミナー（2019年７月３日開

催）／第20回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー（2019年９月６日開催）／第34回日本証券

アナリスト大会（2019年10月11日開催）／第26回SAAJセミナー（2020年１月22日開催）／第17回

PBスクール（2019年８月24日開催）／ PB補完セミナー（2019年11月15日開催）／第18回PBスク

ール（2020年２月22日開催）
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▲

講演会動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　政府の緊急事態宣言を踏まえ開催を取り止めた講演会の代替手段として、配信が可能な講演会・セミ

ナーの動画をウェブサイトに掲載しました。

　「2020年新年度のクレジット市場展望」（５月８日東京、５月22日大阪開催予定分）
　　講師：�中空麻奈氏　CMA・CIIA（BNPパリバ証券　グローバルマーケット統括本部副会長　チーフ

クレジットストラテジスト／チーフESGストラテジスト）

◆�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＞動画から視聴できます。

◆政府の緊急事態宣言を踏まえての対応につき、期間限定で会員は無料で視聴できます（非会員は有料）。

▲

講演会資料を協会ウェブサイトに掲載しました
　政府の緊急事態宣言を踏まえ開催を取り止めた講演会の資料をウェブサイトに掲載しました。

　「中東情勢と今後の原油市場の動向―最大の注目点は米・イラン対立」（５月14日開催予定分）
　　講師：畑中美樹氏（一般財団法人国際開発センター　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。

▲ �

金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部
を改正する内閣府令（案）」等について意見書を提出しました

　金融庁は、2020年４月10日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令（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、５月11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。

４．顧問・会員の異動（敬称略）▲

�顧問の異動（４月28日）
　　　退　任　　池　谷　幹　男　　信託協会　前会長

　　　就　任　　梅　田　　　圭　　信託協会　会長
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▲

�会員の異動
○新入会者（2020年４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
相原　誠 東京海上日動火災保険株式会社
秋平　和雄 株式会社中国銀行
阿部　睦 朝日生命保険相互会社
新井　晃朋
粟田　稜也 大和証券株式会社
五十嵐　裕俊
石崎　美瑳
石田　誠治 日本証券金融株式会社
泉田　晋佑 アセットマネジメントOne 株式会

社
井上　昂洋 シティグループ証券株式会社
伊寳　圭吾 岡部株式会社
岩田　順信
岩中　知祐 りそなアセットマネジメント株式会

社
岩本　峻 岡三証券株式会社
宇土　至心 北海学園大学
大井　寛治
大澤　茂紀 野村證券株式会社
岡田　高明 三井住友海上火災保険株式会社
小川　寛章
奥岡　笑美 野村アセットマネジメント株式会社
奥住　陽子 日興アセットマネジメント株式会社
小原　弘之 アセットマネジメントOne株式会社
織笠　敬史 日本生命保険相互会社
甲斐　翔太 アセットマネジメントOne株式会社
勝田　卓人
亀谷　直彬 株式会社りそな銀行
河岸　俊輔 株式会社三菱総合研究所
川西　塁 三菱UFJ 国際投信株式会社
河村　国俊 三菱UFJ 信託銀行株式会社
北川　大樹 株式会社十八銀行
木村　中 みずほ証券株式会社
倉重　隆史
黒澤　款 第一生命保険株式会社
小泉　達哉 日本銀行
小林　雅弥 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
小林　玲央 三井住友信託銀行株式会社
後藤　弥生 株式会社みずほ銀行
後堂　喜彦 大樹生命保険株式会社
酒見　洸 農林中金全共連アセットマネジメン

ト株式会社
佐藤　正浩 みずほフィナンシャルグループ
佐名木　悠也 丸三証券株式会社
清水　裕梨
下川　芙美子
鈴木　達朗 東京海上日動火災保険株式会社
鈴木　智也 エムスリー株式会社

諏訪　健太
薛　耀 株式会社DGホールディングス
園田　柊平 株式会社みずほ銀行
高垣　隆一 三菱UFJ 信託銀行株式会社
高田　晴夏 野村證券株式会社
高本　光一郎 株式会社北國銀行
田中　洋平 損害保険ジャパン株式会社
月岡　深志 トライヴィスタ・キャピタル株式会

社
中井　颯人 みずほ証券株式会社
中澤　優太 三菱UFJ 信託銀行株式会社
中田　英佑
中西　洋一
長島　寛 東京海上日動火災保険株式会社
永住　堂氏
鳰　浩明
西田　和洋
野口　義人 メットライフ生命保険株式会社
橋本　昌也 株式会社みずほ銀行
濱野　慎太郎
林　岳彦
姫野　知也 三菱UFJ 国際投信株式会社
平井　裕治 第一生命保険株式会社
平澤　萌衣 CSRデザイン環境投資顧問株式会

社
福田　健
福田　煕輝
藤岡　哲也 アセットマネジメントOne株式会社
二見　哲史
古川　渚紗 メリルリンチ日本証券株式会社
古山　和希 みずほ証券株式会社
堀江　剛
堀口　麻里奈
牧田　祐樹 セントラル短資株式会社
松本　響 信金中央金庫
松本　熙 全国信用協同組合連合会
丸山　誠 三菱商事株式会社
皆川　拓 株式会社みずほ銀行
宮内　琢也 SMBC日興証券株式会社
森山　瑛仁 株式会社十八銀行
八尾　啓太
山崎　駿 デロイトトーマツコンサルティング

合同会社
山下　翔平 みずほ証券株式会社
山田　皓己 アセットマネジメントOne株式会社
山田　陽太 株式会社福岡銀行
山根　亜弓 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社
湯川　巧
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　　個人賛助会員 石井　俊彦

　　法人会員 りそなアセットマネジメント株式会社

○退会・会員資格喪失（2020年４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 青野　准治 風見　直亮 高橋　一成 藤居　祐樹

青柳　敬彦 加生　信広 瀧嶋　健吾 藤倉　浩文
赤羽　敏夫 春日　英晴 竹中　晃司 藤田　正裕
朝日　清満 唐澤　聡 田中　健一�1531� 藤竹　尊司
荒井　建雄 川村　善博 田中　拓志 古田　英之
衣川　文雄 北　康利 田中　政光 牧野　秀行
池田　啓司 北原　雅 友廣　豊明 松家　徹治
石榑　信宏 高　峻 豊久　宗玄 村上　芽
市丸　新平 小谷　忠和 中村　一彦 持田　智裕
市村　高成 小牧　弘志 中村　聡�13811� 木綿　英昭
今井　健太郎 小峯　健 丹羽　徹�37663 森田　青平
今元　弘文 酒井　葉子 橋本　隆 安原　正人
植野　秀彬 島田　寛治 橋本　昌典 山村　順
小川　秀一郎 清水　義典 馬場　摂 渡辺　昭彦
小川　昌紀 白鳥　達也 林　孝樹 和田　清直
小川　道彦 陣場　隆 日野　孝俊
沖本　普紀 杉森　崇宏 平井　信夫
奥田　耕平 高桑　大三 福升　達也

一般会員 常松　幹義

個人賛助会員 米津　幸夫

法人賛助会員 日経メディアマーケティング株式会社

＜上記以外＞
検定会員 岩田　裕樹 五木田　直哉 東海林　一 田崎　誠太朗

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 吉田　優

○会員状況（2020年４月30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

27,517� （27,441） （76） 207 155 （125） （30） 27,879�

横田　大輔 みずほ証券株式会社
吉越　有沙
若林　伸治 株式会社広島ホームテレビ
渡邉　大地 ニッセイアセットマネジメント株式

会社

渡辺　直人
渡辺　泉翔 メリルリンチ日本証券株式会社
渡部　大地 株式会社三菱UFJ 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


