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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▲

�2022年主要行事予定
次ページをご覧ください。

２．トピックス▲

IASB公開草案「経営者による説明」について意見書を提出しました
　国際会計基準審議会（IASB）は、2021年５月に公開草案「経営者による説明」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、2021年

11月22日にIASB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。
▲

証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼
　当協会では、証券アナリストの育成のため、①アジア証券アナリスト教育支援基金、②大学等証券ア

ナリスト教育推進基金へのご寄附を募っています。

　両基金の目的、ご寄附の方法等については当協会ウェブサイト（協会ホームページ＞協会について＞

協会概要＞ご寄附のお願い）に掲載していますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

　2021年11月は以下の方からご寄附をいただきました。ご協力に厚くお礼申し上げます。ご寄附の累

計額は、アジア基金が199件6,517,600円、大学基金が215件12,027,306円となりました。

　　　　　（大学等証券アナリスト教育推進基金）

　　　　　　　　塩　賢一　様　　

　　　　　　　　 お問合せ先　　経理部長（電話 03-3666-1630）
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2022年主要行事予定
１月 ７月
○第28回SAAJセミナー（25日） ○第22回夏期SAAJセミナー

２月 ８月
○大阪シンポジウム（25日） ○2022年度CMA第２次レベル講座開講

○第21回PBスクール ○第22回PBスクール

３月 ９月
○運営委員会（４日） ○代議員の決定及び公示

○CIIA３月試験（東京・大阪12日） ○�第23回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミ

ナー○理事会（16日）

○第13回SAAJ国際セミナー（25日） ○シニアPB筆記試験受付（１～ 30日）

○シニアPB筆記試験受付（１～ 31日） ○第15回PBセミナー

４月 10月
○�CMA第１次春試験（国内・香港24日、ニュー

ヨーク・ロンドン23日）

○�CMA第１次秋試験（国内・香港２日、ニュー

ヨーク・ロンドン１日）

○ディスクロージャー優良企業選定結果発表

○第37回日本証券アナリスト大会

○ASIF理事会・年次総会

５月 11月
○2022年度CMA第１次レベル講座申込受付開始 ○理事会

○理事会 ○ACIIA理事会、ILPIP会議

６月 12月
○証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表 ○名古屋シンポジウム

○2022年度CMA第１次レベル講座開講

○2022年度CMA第２次レベル講座申込受付開始

○�CMA第２次試験（国内・香港５日、ニューヨ

ーク・ロンドン４日）

○定時総会

○ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議
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▲ �

2021年GIPSセミナーの動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　当セミナー（「2020年版グローバル投資パフォーマンス基準―準拠をめぐる現状と実務上の課題―」）

を動画配信しています。講師の桒原洋氏（ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング代表、当協

会投資パフォーマンス基準委員会委員長）に、GIPS基準2020年版（確定版）への準拠をめぐる現状と

実務上の課題を中心に、丁寧かつ具体的な解説をしていただきました。

◆�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。

▲

「地区交流会」勉強会活動状況
○関西地区・四国地区・北陸地区交流会合同勉強会（Web勉強会）

・開催日時　　：12月５日（日）14:00 ～ 15:00（Zoom）

・勉強会テーマ：「アステナホールディングスが目指すサステナブルな社会」

・講　師　　　：岩城慶太郎氏

� アステナホールディングス株式会社　代表取締役社長　CEO

・参加者　　　：43名

　勉強会終了後に記念撮影とフリートークが行われました。
▲

講演会動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「北海道地区交流会創設10周年記念講演会　地方創生と日本経済再生」（11月２日収録）
　講師：�冨山和彦氏（経営共創基盤（IGPI）グループ会長　日本共創プラットフォーム（JPiX）�

代表取締役社長）

②「2022年の世界経済の展望―米国の利上げ開始で世界景気は踊り場へ？」（11月25日収録）
　講師：�白川浩道氏（クレディ・スイス証券　マネージング・ディレクター　取締役 兼 副会長　�

経済調査本部長）

③「2022年の原油市場を占う」（12月10日収録）
　講師：藤和彦氏　CMA（経済産業研究所　コンサルティングフェロー）
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④「新たな均衡点を探る世界経済と日米の金融政策正常化」（12月16日収録）
　講師：木内登英氏（野村総合研究所　エグゼクティブ・エコノミスト）

◆�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��第36回日本証券アナリスト大会「ポストコロナ時代を切り拓く企業とアナリストの役割」（10月８
日開催）

　パネルディスカッション「ポストコロナ時代の構造変革の行方―デジタル化・脱炭素化を展望して―」
　パネリスト：内田陽介氏（弁護士ドットコム　代表取締役社長）

　　　　　　　西本利一氏（東京製鐵　代表取締役社長）

　　　　　　　山口敦氏（SMBC日興証券　株式調査部シニアアナリスト）

　司会：�吉高まり氏（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　経営企画部副部長　プリンシパル・サ

ステナビリティ・ストラテジスト）

　（本誌今月号にも掲載）

②�「2022年の世界経済の展望―米国の利上げ開始で世界景気は踊り場へ？」（11月25日収録）
　講師：�白川浩道氏（クレディ・スイス証券　マネージング・ディレクター　取締役 兼 副会長　�

経済調査本部長）

③「2022年の原油市場を占う」（12月10日収録）
　講師：藤和彦氏　CMA（経済産業研究所　コンサルティングフェロー）

④��名古屋シンポジウム「東海地区の2022年の展開―デジタル化・脱炭素化を展望して―」（12月10
日紙上開催）

　寄稿者：齋藤通雄氏（財務省　東海財務局長）

　　　　　田中耕太郎氏（経済産業省　中部経済産業局長）

　　　　　林新一郎氏（日本銀行　名古屋支店長）

　寄稿者への質問者：福田要氏（中日新聞　経済部長）

⑤「新たな均衡点を探る世界経済と日米の金融政策正常化」（12月16日収録）
　講師：木内登英氏（野村総合研究所　エグゼクティブ・エコノミスト）

◆�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
○ディスクロージャー研究会（11月24日）
・専門部会

（機械）

就　任　　　　下　森　　　浩　　三菱UFJ信託銀行　CMA

▲

会員の異動
○新入会者（2021年11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（2021年11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 阿部　智一 栗木　英明 篠田　豊 濱田　倫哉

阿部　修佳 郡山　勉 立脇　裕子 藤井　美香
岡本　伊織 佐々木　勉 永沼　誠 松本　伸夫
久保寺　寛次 佐藤　浩之介 野溝　均 渡辺　浩之

青柳　麻美 株式会社東日本銀行
池田　浩士 三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
石川　和樹 株式会社日本取引所グループ
伊藤　凌平 株式会社 SMBC信託銀行
上野　佐隆 アセットマネジメントOne株式会社
遠藤　正和 日興グローバルラップ株式会社
大島　秀明
大濱　将一
岡田　里佳 大同生命保険株式会社
小田　悠太朗 株式会社三菱UFJ 銀行
小野　郁矢 株式会社長谷工コーポレーション
梶原　翔
片寄　直紀
金丸　拓馬 大和証券株式会社
河本　瑞貴 ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント株式会社
小暮　淳 ふかや農業協同組合
小平　雄貴 住友生命保険相互会社
税所　雄真 三菱UFJ 信託銀行株式会社
坂内　正治
坂本　美織
櫻井　正敏 三菱UFJ 信託銀行株式会社
佐藤　一成 株式会社岩手銀行
重村　昂哉 株式会社格付投資情報センター
篠崎　沙也香
渋谷　雄大
清水　慶太
白石　剛大 三菱UFJ 信託銀行株式会社
白谷　侑士 株式会社三井住友銀行
菅原　啓太 トーア再保険株式会社

菅原　貴範
竹内　優 三菱UFJ 信託銀行株式会社
田原　亮 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
土屋　創聖 大和証券株式会社
堤　健雄 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
津村　恵介
遠山　克昌
豊原　文尊 三菱UFJ 信託銀行株式会社
中野　高彰 株式会社みずほ銀行
中原　悠希 大同生命保険株式会社
中山　雅紀 株式会社福井銀行
南雲　晃輔
西岡　健裕 SMBC日興証券株式会社
西山　瑞穂 三菱商事株式会社
新葉　岳史 大和証券株式会社
野村　朗 マニュライフ生命保険株式会社
橋本　康平
橋本　靖之
馬場　大輔 株式会社南都銀行
本庄　忍
増田　アレックス みずほ証券株式会社
水岡　想
御園生　彩花
山崎　透 SMBC日興証券株式会社
山下　弘希 PayPay 銀行株式会社
横田　亜紀 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
渡辺　良 三菱UFJ 信託銀行株式会社
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＜上記以外＞
検定会員 秋山　泰介 庄田　局造 中村　正樹 松並　淳

北野　昭浩 中村　英司　3343 東　そのみ 渡辺　裕之　6647
久保寺　良介 中村　雅一　9644 日高　裕紀子

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 出口　愛

○会員状況（2021年11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

28,237 （28,165） （72） 200 155 （126） （29） 28,592�

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


