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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．新役員の選任等
　⑴　理事および監事の選任
　�　８月12日（木）開催の臨時総会において、次頁名簿の通り理事28名、監事３名が選任されました。

任期はいずれも２年です。

　⑵　会長、副会長、専務理事、常務理事の選定
　�　臨時総会後の第512回理事会において、会長に小池広靖理事（新任）、副会長に新井富雄理事（再任）、

佐藤淑子理事（新任）、菱田賀夫理事（再任）が選定されました。また、専務理事に神津多可思理事（新

任）、常務理事に渥美恭弘理事（再任）が選定されました。

　⑶　代表理事および業務執行理事の選定
　�　第512回理事会において、代表理事に、小池広靖会長（新任）、神津多可思専務理事（新任）、渥美

恭弘常務理事（再任）が選定されました。また、業務執行理事に、磯野義治理事（再任）、竹澤秀樹

理事（新任）、藤林宏理事（新任）が選定されました。

小池会長 新井副会長 佐藤副会長 菱田副会長 神津専務理事 渥美常務理事

　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
１．新役員の選任等
２．お知らせ：臨時総会を開催／第512回理事会を開催
３．トピックス：2021年証券アナリスト第２次試験の結果／プライベートバンカー（PB）資

格保有者（2021年６月末）について／ IFRS財団の公開草案「IFRSサステナビリティ基準
を設定する国際サステナビリティ基準審議会を設立するためのIFRS財団定款の的を絞っ
た修正案」について意見書を提出／講演会の動画／講演要旨

４．顧問・委員・会員の異動
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公益社団法人　日本証券アナリスト協会
役　員　名　簿

2021年８月12日

※印は常勤役員（常勤役員以外は無報酬）。

CMAは日本証券アナリスト協会認定アナリスト。CIIAは国際公認投資アナリスト。�（五十音順、敬称略）

会　　長�
（代表理事） 新任 小池　広靖 野村アセットマネジメント㈱　CEO兼代表取締役社長（CMA）

副会長 新井　富雄 東京大学　名誉教授（CMA）
同 新任 佐藤　淑子 一般社団法人日本IR協議会　専務理事（CMA）
同 菱田　賀夫 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱　代表取締役社長（CMA）

専務理事�
（代表理事） 新任 ※神津　多可思 公益社団法人日本証券アナリスト協会　専務理事

常務理事�
（代表理事） ※渥美　恭弘 公益社団法人日本証券アナリスト協会　常務理事

理事 阿久沢　哲夫 ㈱大和ファンド・コンサルティング　代表取締役社長（CMA）
同 浅井　公広 日興アセットマネジメント㈱　常務執行役員兼経営企画グローバルヘッド
同�

（業務執行理事） ※磯野　義治 公益社団法人日本証券アナリスト協会　総務部長

同 新任 引頭　麻実 東京ガス㈱　社外取締役　味の素㈱　社外取締役（CMA）
同 新任 大崎　能正 明治安田生命保険（相）　執行役員　運用企画部長（CMA）
同 新任 小倉　加奈子 日本公認会計士協会　副会長
同 新任 艸薙　　望 アセットマネジメントOne㈱　取締役常務執行役員（CMA）
同 櫛田　誠希 日本証券金融㈱　代表執行役社長
同 小沼　泰之 ㈱東京証券取引所　取締役常務執行役員（CMA）
同 許斐　　潤 野村證券㈱　参事　金融経済研究所長（CMA）
同 新任 坂本　昌史 SMBC日興証券㈱　専務執行役員　商品マーケティング統括（CMA）
同 杉江　　潤 一般社団法人投資信託協会　副会長・専務理事

同 新任 髙田　　創 岡三証券㈱　グローバルリサーチセンター　理事長　エグゼク
ティブエコノミスト（CMA）

同 新任 高鍋　　朗 三菱UFJ信託銀行㈱　執行役員受託財産副部門長・アセット
マネジメント　副事業長（CMA）

同
（業務執行理事） 新任 ※竹澤　秀樹 公益社団法人日本証券アナリスト協会　事務局長（CMA）

同 新任 中空　麻奈 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（CMA・CIIA）

同 新任 中村　明弘 企業年金連合会　運用執行理事（CMA）
同 西岡　明彦 りそなアセットマネジメント㈱　代表取締役社長（CMA・CIIA）

同 新任 藤岡　智男 大和証券㈱　常務取締役　エクイティ担当�兼�リサーチ担当�
兼�金融市場担当（CMA）

同
（業務執行理事） 新任 ※藤林　　宏 公益社団法人日本証券アナリスト協会　教育第２企画部長

（CMA）
同 松本　昌男 日本証券業協会　自主規制本部長
同 新任 山﨑　　宏 ㈱格付投資情報センター　代表取締役社長
監事 坂井　竜裕 日本投資者保護基金　専務理事
同 増川　道夫 一般社団法人CRD協会　代表理事会長
同 新任 松崎　裕之 ㈱東京証券取引所　常勤監査役（CMA）

〔理事28名（会長、副会長、専務理事、常務理事を含む）、監事３名〕



120� 証券アナリストジャーナル　2021.� 9

協会からのご案内

２．お知らせ▲

臨時総会を開催しました
　８月12日（木）開催の臨時総会（開催場所：東京証券会館会議室）は、個人および法人代議員数（148

名・社）の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め114名・社）を得て成立し、第511回理事会の

提案通り新役員が選任されました。

（前掲１．新役員の選任等をご覧ください。）

　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512回理事会を開催しました
　８月12日（木）開催の臨時総会後に、東京証券会館会議室で第512回理事会が開催され、以下の事

項について決議が行われました。

　第１号議案　代表理事および業務執行理事選定の件

　第２号議案　会長、副会長、専務理事および常務理事選定の件

　第３号議案　重要な職員の任免の件

　詳細は、前掲１．新役員の選任等をご覧ください。

３．トピックス▲

2021年証券アナリスト第２次試験の結果を公表しました
　2021年６月に実施した証券アナリスト（CMA）第２次試験の受験者数は2,727名（2020年試験〈12

月実施〉1,946名）、合格者数は1,422名（同1,040名）、合格率は52.1%（同53.4%）でした。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞CMA第２次レベル講座＞試験データをご覧ください。

▲
プライベートバンカー（PB）資格保有者（2021年６月末）について

　2021年６月末までの資格保有者は2,320名となりました。レベル別の資格認定者は、次の通りです。

⑴　PBコーディネーター＜初級レベル＞資格保有者　522名

⑵　プライマリー PB＜中級レベル＞資格保有者　1,592名

⑶　シニアPB＜上級レベル＞資格保有者　206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。

▲ �

IFRS財団の公開草案「IFRSサステナビリティ基準を設定する国際サ
ステナビリティ基準審議会を設立するためのIFRS財団定款の的を絞っ
た修正案」について意見書を提出しました

　IFRS財団は、2021年４月に公開草案「IFRSサステナビリティ基準を設定する国際サステナビリテ
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ィ基準審議会を設立するためのIFRS財団定款の的を絞った修正案」を公表し、各界からの意見を募集

しました。当協会では、これに対応して、意見書を取りまとめ、2021年７月28日にIFRS財団に提出

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＞サステナビリティ報告をご覧ください。

▲

講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「総中流社会から格差社会へ―中流意識からみた日本社会―」（７月20日収録）
　講師：神林博史氏（東北学院大学　教養学部　教授）

②「残価設定型住宅ローンと公的残価保証について」（７月26日収録）
　講師：大垣尚司氏（�青山学院大学法務研究科　教授・金融技術研究所長�

一般社団法人移住・住みかえ支援機構　代表理事）

③「J-REIT市場の現状と見通し」（８月４日収録）
　講師：鳥井裕史氏　CMA（SMBC日興証券　株式調査部　シニアアナリスト）

④「日本株投資戦略」（８月10日収録）
　講師：宮島秀直氏（パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ　代表取締役）

◆�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。

▲

講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「総中流社会から格差社会へ―中流意識からみた日本社会―」（７月20日収録）
　講師：神林博史氏（東北学院大学　教養学部　教授）

②「残価設定型住宅ローンと公的残価保証について」（７月26日収録）
　講師：大垣尚司氏（�青山学院大学法務研究科　教授・金融技術研究所長�

一般社団法人移住・住みかえ支援機構　代表理事）

③「J-REIT市場の現状と見通し」（８月４日収録）
　講師：鳥井裕史氏　CMA（SMBC日興証券　株式調査部　シニアアナリスト）

④「日本株投資戦略」（８月10日収録）
　講師：宮島秀直氏（パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ　代表取締役）

◆�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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４．顧問・委員・会員の異動（敬称略）▲

顧問の異動
　（７月28日）

　退　　任　　　根　岸　秋　男　　生命保険協会　前会長

　新　　任　　　高　田　幸　徳　　生命保険協会　会長

　（８月13日）

　退　　任　　　由　良　玄太郎　　元日本証券アナリスト協会　専務理事

　　 〃 　　　　萩　原　清　人　　元日本証券アナリスト協会　専務理事

　新　　任　　　新　芝　宏　之　　�前日本証券アナリスト協会　会長（岡三証券グループ　代表取締

役社長）

▲

委員の異動
○運営委員会
　委員の任期（２年）が８月12日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（○印

は新任）。

　委 員 長　　　佐　藤　淑　子　　日本IR協議会　CMA

　副委員長　　○猿　田　　　隆　　三井住友�DS�アセットマネジメント　CMA

　委　　員　　○石　黒　大　蔵　　東京海上ホールディングス　CMA

　　 同 　　　　伊　藤　敏　憲　　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　CMA

　　 同 　　　○大　崎　能　正　　明治安田生命保険　CMA

　　 同 　　　　岡　野　　　進　　前�大和総研　CMA

　　 同 　　　○岸　上　恵　子　　世界自然保護基金（WWF）ジャパン

　　 同 　　　○巽　　　大　介　　光世証券　CMA

� 以上８名

○規律委員会（８月13日）
　委員の任期（２年）が８月12日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇印

は新任）。

　委 員 長　　　山　本　高　稔　　日立製作所取締役、村田製作所取締役　CMA

　委　　員　　　新　井　武　広　　会計教育研修機構　CMA

　　 同 　　　　岩　渕　康　哉　　アセットマネジメントOne　CMA

　　 同 　　　　岡　野　　　進　　前　大和総研　CMA

　　 同 　　　　海　津　政　信　　野村證券　金融経済研究所　CMA

　　 同 　　　　片野坂　親　二　　元　日本証券アナリスト協会

　　 同 　　　　後　藤　俊　夫　　東京海上アセットマネジメント　CMA
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　　 同 　　　　塩　原　邦　彦　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　　 同 　　　　杉　江　　　潤　　投資信託協会

　　 同 　　　〇陶　山　健　二　　みずほ証券　CMA

　　 同 　　　　滝　本　豊　水　　ほくと総合法律事務所（弁護士）

　　 同 　　　　森　本　　　学　　日本証券業協会

　　 同 　　　　横　川　　　直　　三菱UFJ国際投信　CMA

� 以上13名

○人事・報酬委員会
　委員の任期（２年）が８月12日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇印

は新任）。

　委 員 長　　〇新　芝　宏　之　　岡三証券グループ　CMA

　委　　員　　　海　津　政　信　　野村證券　CMA

　　 同 　　　　櫛　田　誠　希　　日本証券金融

　　 同 　　　　菱　田　賀　夫　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA

　　 同 　　　　増　井　喜一郎　　日本証券経済研究所

� 以上５名

○資金運用諮問会議（８月13日）
　委員の任期（２年）が８月12日をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（〇印

は新任）。

　座　　長　　　新　井　富　雄　　東京大学名誉教授　CMA

　委　　員　　〇成　川　順　一　　日本シェアホルダーサービス　CMA

　　 同 　　　　福　山　登志彦　　資本市場振興財団

� 以上３名

○日本証券アナリスト大会実行委員会（７月14日）
　退　　任　　　長　野　義　隆　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　 〃 　　　　林　　　　　敦　　みずほ銀行

　　 〃 　　　　藤　曲　洋　平　　みずほ銀行

　就　　任　　　山　本　　　将　　三菱UFJ信託銀行　CMA・CIIA

　　 〃 　　　　渡　辺　英　克　　みずほ証券

　　 〃 　　　　三　宅　恒　治　　みずほ証券　CMA

○ディスクロージャー研究会
・研究会（７月14日）

　退　　任　　　藤　曲　洋　平　　みずほ銀行

　就　　任　　　渡　辺　英　克　　みずほ証券
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・専門部会

　（保険・証券・その他金融）（７月21日）

　退　　任　　　伊　勢　和　正　　アセットマネジメントOne　CMA

　（個人投資家向け情報提供）（７月30日）

　退　　任　　　鈴　木　　　晃　　東海東京調査センター　CMA

　就　　任　　　中　村　貴　司　　東海東京調査センター　CMA・CIIA
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▲

会員の異動
○新入会者（2021年７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

　　　一 般 会 員

　　　法 人 賛 助 会 員

○退会・会員資格喪失（2021年７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 青木　隼人 栗田　隆一 津野　公秀 山中　清

飯塚　俊介 杉野　光信 長谷川　幸樹
麻植　健太 高岸　大明 松村　泰武
北村　清次 土屋　健太郎　11500 森　俊典

＜上記以外＞
検定会員 稲葉　秀文 齋藤　正和 多田　勝彦 福井　清人

上田　雅弘 佐藤　文男 内藤　浩之 藤田　哲昭
大脇　裕明 清水　良一 中村　雅一　19531 堀内　聡　9865
小川　俊明 鄒　舒 永田　喜也 向山　栄司
小山　大 住谷　忠雄 能仲　秀明 李　相允
後藤　浩次 田代　浩司 樋口　由季

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 佐藤　紀昭 古田　千明 矢野　真一

○会員状況（2021年７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

27,639� （27,566） （73） 200 158 （127） （31） 27,997

今別府　洸介 りそなアセットマネジメント株式会社
入内島　雅貴
氏家　潤 太陽生命保険株式会社
大崎　能正 明治安田生命保険相互会社
押目　恭克 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ
加藤　茜 三菱 UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
菊池　北斗 野村證券株式会社
久保田　侑 PwCアドバイザリー合同会社
齋藤　玄 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
澤田　直孝 アフラック生命保険株式会社
柴薮　圭吾
白田　直輝
鈴木　優理恵 みずほ証券株式会社
諏訪　貴大 みずほ証券株式会社

染谷　雄太
高木　敦子 株式会社野村総合研究所
武井　稜
名尾　侑真 大和証券株式会社
久田　有貴
広瀬　光史 野村證券株式会社
廣瀬　洋一郎 東京化成工業株式会社
松井　孝裕 アフラック生命保険株式会社
満井　一成 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
三宅　大道
望月　薫 株式会社みずほ銀行
安川　祐甲
山出　奈菜帆 ゆうちょ銀行
山口　宗一郎 野村アセットマネジメント株式会社
山下　文音 野村アセットマネジメント株式会社
山添　祐一
楊　為舟 HSBC証券東京支店

小倉　加奈子 山﨑　宏

一般社団法人日本証券外務員協会
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協会からのご案内

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


