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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516回理事会を開催しました
　５月20日（金）に第516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　2021年度事業報告及び決算の件

　　第２号議案　2021年度決算に当っての基本財産・積立基金への積立の件

　　第３号議案　中期ビジョン（2022年度～ 2024年度）

　　第４号議案　プライベートバンキング教育および試験制度規則の改正の件

　　第５号議案　代議員選挙管理委員会の設置の件

　　第６号議案　第50回定時総会の開催日時、場所、議題の件

【報告事項】

　　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50回定時総会を開催しました
　６月15日（水）開催の第50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（147名）の過半数の出席（議決権行使書提出者を含め98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516回理事会／第50回定時総会
２．トピックス：2022年３月のCIIA試験の結果／ 2022年CMA第２次試験を実施／ 2022年

CMA第１次春試験の結果／「ESG投資開示基準翻訳タスクフォース」の設立／講演会の
動画／講演要旨

３．理事・委員・会員の異動
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（議　題）

【報告事項】

１．2021年度事業報告及び決算

２．2022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

４．代議員選挙管理委員会の設置の件

　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。

２．トピックス▲

�2022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

　2022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57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2,910名とな

りました。なお、世界全体（日本を含む）の両単位合格者は、今回の試験では219名、累計で10,467

名となりました。

　詳細は、https://www.saa.or.jp/cma_program/ciia/data/index.html　をご覧ください。

▲

�2022年CMA（証券アナリスト）第２次試験を実施しました
　2022年CMA（証券アナリスト）第２次試験（改定前プログラムの最後の試験）を、６月４日（ニ

ューヨーク、ロンドン）、６月５日（国内、香港）に実施しました。受験者は3,405名、出席率は

75.0％でした。今回、2019年以来、３年ぶりに予定していた全会場で第２次試験を実施しました。

　試験の結果は８月上旬に受験者に通知される予定です。
▲

�2022年CMA（証券アナリスト）第１次春試験の結果を公表しました
　2022年４月に実施したCMA（証券アナリスト）第１次春試験（プログラム改定後初の試験）の受

験者数は、３科目延べ7,533名（昨年春試験10,550名）、合格者数は3,663名（同5,467名）、合格率は

48.6％（同51.8％）でした。

　詳細は、https://www.saa.or.jp/cma_program/cma1/data/index.html　をご覧ください。

▲

�「ESG投資開示基準翻訳タスクフォース」を設立しました
　ESG投資が世界的に広がりをみせる中、日本でもESG投資の開示分野の海外動向に関心が寄せられ

ています。こうした状況下、当協会では、CFA協会の「投資プロダクトに関するグローバルESG開示

基準」（2021年11月公表）を翻訳・公表することとし、翻訳レビューを行うことを目的として、「ESG
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投資開示基準翻訳タスクフォース」を設立しました。この翻訳は、ESG投資の開示分野について海外

動向を知る一助として取り組むものです。

　ESG投資開示基準翻訳タスクフォースの委員は、次の通りです。

座　長　　　　桒　原　　　洋　　ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング

委　員　　　　川　添　誠　司　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　清　水　　　毅　　PwCあらた有限責任監査法人　CMA

　同　　　　　高　橋　　　充　　野村アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　三　井　千　絵　　野村総合研究所　CMA

　同　　　　　脇　田　浩　樹　　日興アセットマネジメント　CMA

▲

�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「最近の中東情勢と今後の国際原油市場」（５月23日収録）

　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問、インスペックス　特別顧問）

②�「2022年の世界経済と市場展望～世界３重苦のもと、円安から始まる日本の好循環～」（６月２日

収録）

　講師：武者陵司氏　CMA（武者リサーチ　代表）

③「米国はどこに向かうのか～中間選挙と政治・政策の行方を考える」（６月６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）

④「開示規制違反に係る課徴金納付命令勧告事例等について」（６月15日収録）

　講師：野村昭文氏（証券取引等監視委員会事務局　開示検査課長）

◆�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、以

下より視聴できます。非会員の方も有料で視聴できます。� �

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoSearch.do

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①＜産業研究会企画　中国シリーズ第２回＞
　「習近平政権の台湾侵攻シナリオ　ウクライナ侵攻のインパクトは？」（５月18日収録）

　講師：峯村健司氏（青山学院大学　客員教授、北海道大学公共政策学研究センター　上席研究員）

②「最近の中東情勢と今後の国際原油市場」（５月23日収録）

　講師：畑中美樹氏（国際開発センター　研究顧問、インスペックス　特別顧問）

③�「2022年の世界経済と市場展望～世界３重苦のもと、円安から始まる日本の好循環～」（６月２日

収録）

　講師：武者陵司氏　CMA（武者リサーチ　代表）
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④「米国はどこに向かうのか～中間選挙と政治・政策の行方を考える」（６月６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）

◆�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は、以下より無料で閲覧・

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。� �

https://www.saa.or.jp/dc/event/apps/seminar/SeminarSummaryShowList.do?goInput=&year=

３．理事・委員・会員の異動（敬称略）

▲

�理事の異動（６月２日）

退　任　　　　高　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

▲

�委員の異動
○証券アナリストジャーナル編集委員会（６月30日）

退　任　　　　高　田　　　創　　岡三証券　CMA
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▲

�会員の異動
○新入会者（2022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

○退会・会員資格喪失（2022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 伊藤　剛敏 澤田　隆男 平木　大作 峯尾　敏幸

今村　寧 柴田　基之 更田　準 安野　淳
岡崎　央 吹田　恒久 藤原　敦
今野　孝信 鳥羽　吉嗣 堀田　孝夫
酒井　章吉 中村　俊之 増岡　博史

＜上記以外＞
検定会員 立川　良弘 安井　達治

安部　龍之介 三菱UFJ 国際投信株式会社
石川　裕伊登 株式会社みずほ銀行
石崎　経浩 野村證券株式会社
伊藤　勇太
糸洲　亮汰 株式会社三井住友銀行
猪爪　拓 KPMG税理士法人
猪原　悠暉 大和証券株式会社
今井　陽介 株式会社三菱UFJ 銀行
岩村　健吾 野村アセットマネジメント株式会社
苑　詩園 野村アセットマネジメント株式会社
小笠原　浩祐 大和証券株式会社
尾崎　洋佑 明治安田生命保険相互会社
小野原　拓海 みずほ証券株式会社
栫井　駿介 つばめ投資顧問合同会社
糟谷　皓平 アクサ生命保険株式会社
香月　太郎 CGPパートナーズ株式会社
加藤　聡
金田　明 CGPパートナーズ株式会社
河合　美波 野村アセットマネジメント株式会社
北田　正樹
北山　隼 三菱UFJ 信託銀行株式会社
金　山 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
昆布谷　正子 大和アセットマネジメント株式会社
近藤　拓郎 東京海上アセットマネジメント株式

会社
後藤　厳太 野村アセットマネジメント株式会社
五味　太志
塩川　泰弘 大成建設株式会社
塩野　佑貴 野村アセットマネジメント株式会社
柴田　大輝 みずほ第一フィナンシャルテクノロ

ジー株式会社
柴田　敦正 岡三証券株式会社
柴原　聖大 第一生命保険株式会社
清水　俊宏 野村アセットマネジメント株式会社
鈴木　秀介
高城　佑司
高田　雄祐 株式会社ネクステージ
高野　克則 農林中金全共連アセットマネジメン

ト株式会社
田仲　彼方
田中　萌子

棚橋　開輝 オリックス株式会社
田村　彩香 野村アセットマネジメント株式会社
寺島　健太 大和アセットマネジメント株式会社
遠山　幸世 野村アセットマネジメント株式会社
内藤　ゆりか
内藤　玲 三菱UFJ 信託銀行株式会社
中井　康寛
中里　暢之 三菱UFJ 国際投信株式会社
中西　優介 三菱UFJ 国際投信株式会社
永田　伸広 大和証券株式会社
野尻　啓介
長谷川　亮
長谷川　和良 赤坂有限責任監査法人
林　彩弥佳 野村アセットマネジメント株式会社
福田　直輝 大和証券株式会社
福永　健介 東京大学エコノミックコンサルティ

ング株式会社
藤岡　真由
藤川　将一 株式会社三井住友銀行
筆野　優花 野村アセットマネジメント株式会社
保坂　賢司
堀口　裕美子 オリックス株式会社
松田　健 大和証券株式会社
眞鍋　和也
三上　礼仁瑠　大作
三ツ堀　康代
宮崎　真一
宮澤　志歩
武藤　弘貴
村尾　裕真 株式会社みずほ銀行
村田　康博
村山　友基
望月　定由 労働金庫連合会
本村　徹太郎
山内　富由
山口　秀彦 農林中央金庫
山下　亮平 東京センチュリー株式会社
山本　啓示 三菱UFJ 国際投信株式会社
山本　雄太 株式会社日立コンサルティング
吉田　葵
吉村　幸多 野村證券株式会社
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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 近藤　史朗

○会員状況（2022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

27,970� （27,901） （69） 195 148 （121） （27） 28,313�
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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


