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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510回理事会を開催しました
　５月25日（火）に第510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　2020年度事業報告及び決算の件

　第２号議案　�2020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」の一部改正の件

　第３号議案　第49回定時総会の開催日時、場所、議題の件

【報告事項】

　１．会計監査人の選任の件

詳細は当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。
▲ �

第49回定時総会を開催しました
　６月11日（金）開催の第49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

人代議員数（148名）の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め108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。

【報告事項】

　１．2020年度事業報告及び決算

　２．2021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．会計監査人の選任の件

詳細は、当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

協会だより1
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２．トピックス：2021年証券アナリスト（CMA）第２次試験を実施／ 2021年証券アナリスト
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３．委員・会員の異動
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２．トピックス▲ �

2021年証券アナリスト（CMA）第２次試験を実施しました
　2021年証券アナリスト（CMA）第２次試験を、６月５日（ロンドン）、６月６日（国内、香港）に

実施しました。ニューヨークについては、新型コロナウィルス感染症の影響で会場の確保ができない

こと等の事情により、実施の見送りを事前に決定しました。受験者は2,727名、出席率は69.3％でした。

　試験の結果は８月中旬に受験者に通知される予定です。

▲ �

2021年証券アナリスト（CMA）第１次春試験の結果を公表しました
　2021年４月に実施した証券アナリスト（CMA）第１次春試験の受験者数は３科目延べ10,550名

（2020年秋試験10,772名）、合格者数は5,467名（同5,921名）、合格率は51.8％（同55.0％）でした。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞CMA第１次レベル講座＞試験データをご覧ください。

▲ �

2021年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の結果を公表し
ました

　2021年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験で、当協会認定アナリスト（CMA）の27名の

方が第１および第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2,853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117名、累計で10,109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）＞試験データをご覧く

ださい。

▲ �
講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました

①「バイデン政権による企業ガバナンス革命―プロローグとなるESG投資振興策」（５月20日収録）
　�講師：鈴木裕氏　CMA（大和総研　政策調査部　主席研究員）

②「新興国経済・市場の今後の動向」（５月27日収録）
　講師：堀江正人氏　CMA（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　調査部　主任研究員）

③「コロナ後の世界経済と市場展望」（６月３日収録）
　講師：武者陵司氏　CMA（武者リサーチ　代表、ドイツ証券　アドバイザー）

④「バイデン政権の経済政策と日本への影響」（６月９日収録）
　講師：安井明彦氏（みずほリサーチ＆テクノロジーズ　調査部　副部長　首席エコノミスト）

⑤「ゲノム編集と食料安全保障」（６月15日収録）
　講師：山下一仁氏（キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、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。
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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「バイデン政権による企業ガバナンス革命―プロローグとなるESG投資振興策」（５月20日収録）
　講師：鈴木裕氏　CMA（大和総研　政策調査部　主席研究員）

②「新興国経済・市場の今後の動向」（５月27日収録）
　講師：堀江正人氏　CMA（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　調査部　主任研究員）

③「コロナ後の世界経済と市場展望」（６月３日収録）
　講師：武者陵司氏　CMA（武者リサーチ　代表、ドイツ証券　アドバイザー）

④「バイデン政権の経済政策と日本への影響」（６月９日収録）
　講師：安井明彦氏（みずほリサーチ＆テクノロジーズ　調査部　副部長　首席エコノミスト）

⑤「ゲノム編集と食料安全保障」（６月15日収録）
　講師：山下一仁氏（キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・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．委員・会員の異動（敬称略）▲ �

委員の異動
○セミナー企画委員会
　　退　任　　

　　顧　問　　鹿　毛　雄　二　　　　　　　　　（６月８日）

　　退　任　　高　橋　和　宏　CMA　　大和証券（５月31日）

　　就　任　　市　川　元　久　CMA　　大和証券（５月31日）

▲ �

会員の異動
○新入会者（2021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
赤松　裕貴 株式会社みずほ銀行
浅見　賢 損害保険ジャパン株式会社
石井　健太郎
井手　舜太郎
伊藤　郁恵 大阪ガス株式会社
伊藤　秀範
伊藤　雅剛 アセットマネジメントOne株式会社
犬飼　清香 三菱UFJ 国際投信株式会社
井元　涼一 株式会社　肥後銀行
岩切　友桂
岩佐　丈
岩崎　啓太 株式会社山口フィナンシャルグループ
江坂　祐太
遠藤　圭 株式会社山形銀行
遠藤　颯人 三菱UFJ 国際投信株式会社
大川　淳士 大和証券株式会社
大島　啓
太田　龍生
岡田　凌太 みずほ証券株式会社
葛西　祐也 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
柏倉　由希
鎌倉　駿 いちよし証券株式会社
神谷　学 株式会社三菱UFJ 銀行
岸　優多 三菱UFJ 信託銀行株式会社
木村　沙羅 帯広信用金庫
朽木　孝太郎 株式会社三井住友銀行
熊谷　崇仁
河野　圭一 全国共済農業協同組合連合会
小坂　哲哉 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
小崎　薫 第一生命保険株式会社
小島　明和 ダイビル株式会社
後藤　悠 株式会社りそな銀行
酒井　章平
櫻場　祐識 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
佐々木　美穂 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
柴田　知範 株式会社三菱UFJ 銀行
島田　侑希 三菱UFJ 信託銀行株式会社

下和田　大貴 みずほ証券株式会社
外山　昌毅
高橋　憲正 大同生命保険株式会社
高橋　雄也 SMBC日興証券株式会社
武田　剣志 株式会社日本取引所グループ
武田　理沙 大和アセットマネジメント株式会社
武津　和孝 三菱UFJ 国際投信株式会社
田中　政光 豊橋商工信用組合
田中　義久 T&Dアセットマネジメント株式会社
谷口　雄亮 株式会社北陸銀行
多和田　万理恵
千葉　恭司 SMBC日興証券株式会社
辻田　盛人 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
外内　真理子
豊吉　伸樹 株式会社三菱UFJ 銀行
中川　翔太
中村　和徳
中村　大 和歌山県信用農業協同組合連合会
中村　真悠子 SMBC日興証券株式会社
長尾　高嗣
西尾　勇輝
新田　亮二
野村　直紀 SMBC日興証券株式会社
乗松　賢仁 三菱UFJ 信託銀行株式会社
平賀　淳太郎 三菱UFJ 国際投信株式会社
廣田　和佳 大和アセットマネジメント株式会社
福泉　弘樹 三菱UFJ 信託銀行株式会社
福田　高久 東京海上日動火災保険株式会社
二上　航軌
逸見　龍太 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
本名　智裕 大和証券株式会社
松原　一生 株式会社日本取引所グループ
森　慧史
森本　愛倫 野村證券株式会社
八木　佑輔 アフラック生命保険株式会社
矢島　翼 SMBC日興証券株式会社
山崎　耀
山崎　壮一郎 大和アセットマネジメント株式会社
山崎　裕樹 大和証券株式会社
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　　　個 人 賛 助 会 員

○退会・会員資格喪失（2021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 有馬　洋平 菊地　哲哉 傳田　健司 廣瀬　祥士

石本　尚 倉田　研一 中田　純一 増子　翔太
大川　恭寛 後藤　教雄 中野　守康 丸谷　明豊
小沼　平 高橋　義巳 中元　克美 丸山　康宏
川田　圭吾 田中　英治　9270 樋口　主税 山本　雅之　18209

法人会員 野畑証券株式会社

法人賛助会員 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

＜上記以外＞
検定会員 中川　憲行

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 桑田　陽一

○会員状況（2021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

27,613� （27,542） （71） 200 157 （126） （31） 27,970�

永倉　由紀子 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

山中　亮 中央労働金庫
山本　彰裕 住友生命保険相互会社
槍田　俊介 三菱UFJ 信託銀行株式会社
吉野　茉由 株式会社りそな銀行

米田　知朗 株式会社北陸銀行
渡辺　愛 あすかコーポレイトアドバイザリー

株式会社
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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電子ブック閲覧、論文ダウンロード、多機能型検索システム利用（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


