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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517回理事会を開催しました
　第517回理事会は、定款第44条に基づく「決議の省略」方式で実施しました。10月14日に全理事、

全監事からの同意書、承認書を受領し、決議があったものとみなされました。

【決議事項】

　議案　会社役員賠償責任保険（D&O保険）契約更新の件

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．研究会活動状況▲
�2022年度のディスクロージャー優良企業等を決定しました（ディス
クロージャー研究会）

　ディスクロージャー研究会（座長　許斐潤氏）は、2022年度の「証券アナリストによるディスク

ロージャー優良企業」等を決定し、10月13日に公表しました。優良企業および評価概要については、

10月14日に開催された第37回日本証券アナリスト大会において、許斐座長より紹介しました。また、

優良企業の受賞メッセージ（動画）を協会ウェブサイトで公開し、これに併せて「週刊東洋経済」に

おいて、優良企業各社のロゴマークを一覧にした当協会の広告を掲載しました。優良企業の社名は、

前掲61ページをご覧ください。

１．業種別、新興市場銘柄及び個人投資家向け情報提供における優良企業

①�業種別優良企業は業種毎に第１位となった17社が選ばれました。なお、業種別（計18業種）の

評価対象企業は、東証プライム市場上場企業等の合計300社とし、この評価に参加した証券アナ

リストは延べ537名に及びました。
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②�新興市場銘柄については、上位３社が選ばれました。なお、新興市場銘柄の評価対象企業は、グ

ロース等５つの新興市場に上場している企業の中で、時価総額上位であって、かつその企業を調

査対象としている証券アナリストの数が一定数以上の30社とし、この評価に参加した証券アナリ

ストは56名でした。

③�個人投資家向け情報提供については、上位３社が選ばれました。なお、個人投資家向け情報提供

における評価対象企業は、本年度のディスクロージャー優良企業選定の対象である、各18業種及

び新興市場銘柄についてそれぞれの上位評価企業のうち、2021年７月から2022年６月までの間

において、「個人投資家向け会社説明会」を開催している企業の30社としました。この評価につ

いては、ディスクロージャー研究会の「個人投資家向け情報提供専門部会」の委員14名が行いま

した。

２．その他の称賛企業

①高水準のディスクロージャーを連続維持している企業

本優良企業選定制度において、直近３回連続して２位または３位の評価を受けた次の８企業を

「高水準のディスクロージャーを連続維持している企業」として称賛状を贈呈しました。

キリンホールディングス、中外製薬、JFEホールディングス、日立製作所、

　　伊藤忠商事、Ｊ．フロント�リテイリング、TIS、セガサミーホールディングス

②ディスクロージャーの改善が著しい企業

　「ディスクロージャーの改善が著しい企業」と評価された次の６企業に称賛状を贈呈しました。

　　荏原製作所、村田製作所、石油資源開発、出光興産

　　三越伊勢丹ホールディングス、しまむら

３．トピックス▲
�2022年CMA（証券アナリスト）第１次秋試験を実施しました

　2022年CMA（証券アナリスト）第１次秋試験（2021年度に改定した新第１次レベル講座に基づく

２回目の試験）を、10月２日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会場で、10月１日（土）にニ

ューヨークとロンドンの２会場で実施しました。３科目合計の延べ受験者数は5,107名で、改定前最

終試験の2021年秋試験を下回りました。

　試験の結果は11月上旬に受験者のマイページに掲載します。



©日本証券アナリスト協会　2022� 125

協会からのご案内

試験科目
（学習分野）

科目Ⅰ
（証券分析と
ポートフォリオ・
マネジメント）

科目Ⅱ
（財務分析、
コーポレート・
ファイナンス）

科目Ⅲ
（職業倫理・行為基準、
数量分析と確率・統計、
市場と経済の分析）

３科目合計
（延べ人数）

受験者数（人） 1,772 1,641 1,694 5,107
2021年秋 2,618 2,208 2,335 7,161

参考：2021年試験
までの旧科目名

証券分析と
ポートフォリオ・
マネジメント

財務分析 経済

▲

�CFA協会「投資プロダクトに関するグローバルESG開示基準」の日本
語訳を公表しました

　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、2022年９月、当協会では、ESG投資の開示分野について海外動向を知る

一助として、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（Global�ESG�

Disclosure�Standards�for�Investment�Products）」（2021年版）の日本語訳を公表しました。

　日本語訳は、当協会の「ESG投資開示基準翻訳タスクフォース」のレビューを経てCFA協会の認証

を得たものです。日本語訳の公表に伴い、「ESG投資開示基準翻訳タスクフォース」は、2022年９月

15日をもちまして解散しました。

▲

�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①�第23回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー「激変する世界情勢の中での企業戦略―事業ポ
ートフォリオの見直し、知財戦略の活用―」（９月13日開催）
　セッション１「事業ポートフォリオと企業価値」
　講師：牛島辰男氏（慶應義塾大学　商学部　教授）

　セッション２「�価値協創ガイダンスや知財・無形資産ガバナンスガイドラインを活用した新たな企
業価値分析」

　講師：�松島憲之氏　CMA（SESSAパートナーズ　チーフ・アドバイザー、三菱UFJリサーチ&コン

サルティング　委嘱アドバイザー）

②「最近の資源・エネルギー情勢と食糧問題―ウクライナ情勢を踏まえて―」（９月26日収録）
　講師：柴田明夫氏（資源・食糧問題研究所　代表取締役）

③＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第１回＞
　「サステナビリティ情報の開示に関する国内外の動向と日本企業への示唆」（９月28日収録）
　講師：藤野大輝氏　CMA（大和総研　金融調査部　研究員）

   「日本語訳」はこちらから

https://www.landing.saajnet.com/esg_disclosure_standards
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◆�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、下

記ボタンから視聴できます。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①�第23回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー「激変する世界情勢の中での企業戦略―事業ポ
ートフォリオの見直し、知財戦略の活用―」（９月13日開催）
　セッション１「事業ポートフォリオと企業価値」
　講師：牛島辰男氏（慶應義塾大学　商学部　教授）

　セッション２「�価値協創ガイダンスや知財・無形資産ガバナンスガイドラインを活用した新たな企
業価値分析」

　講師：�松島憲之氏　CMA（SESSAパートナーズ　チーフ・アドバイザー、三菱UFJリサーチ&コン

サルティング　委嘱アドバイザー）

②「最近の資源・エネルギー情勢と食糧問題―ウクライナ情勢を踏まえて―」（９月26日収録）
　講師：柴田明夫氏（資源・食糧問題研究所　代表取締役）

③＜産業研究会企画　ESG情報開示シリーズ第１回＞
　「サステナビリティ情報の開示に関する国内外の動向と日本企業への示唆」（９月28日収録）
　講師：藤野大輝氏　CMA（大和総研　金融調査部　研究員）

◆�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、下記ボタンから無

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。

４．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
○証券アナリストジャーナル編集委員会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方が委員長、委員に委嘱されました（〇は

新任）。

委員長　　 ○ 加　藤　康　之　　京都先端科学大学／京都大学　CMA

委　員　　　　石　川　博　行　　大阪公立大学

　同　　　　　伊　藤　敬　介　　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　CMA・CIIA

   「動画」はこちらから

   「要旨」はこちらから

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoSearch.do
https://www.saa.or.jp/dc/event/apps/seminar/SeminarSummaryShowList.do?goInput=&year=
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　同　　　　　内　田　　　稔　　高千穂大学／ALCOLAB　CMA・CIIA

　同　　　　　大　野　早　苗　　武蔵大学

　同　　　　　大　橋　和　彦　　一橋大学／東京工業大学

　同　　　　　大　庭　昭　彦　　野村證券　CMA

　同　　　　　岡　田　克　彦　　関西学院大学

　同　　　　　河　西　洋　文　　東京海上アセットマネジメント　CMA・CIIA

　同　　　　　神　山　直　樹　　日興アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　河　田　　　剛　　SMBC日興証券　CMA

　同　　　　　北　川　哲　雄　　青山学院大学／東京都立大学

　同　　　　　小　立　　　敬　　野村資本市場研究所

　同　　　　　小宮山　　　賢　　早稲田大学

　同　　　　　坂　巻　敏　史　　三菱UFJトラスト投資工学研究所　CMA

　同　　　　　佐々木　隆　文　　中央大学　CMA

　同　　　　　佐　藤　　　光　　大和総研　CMA

　同　　　　　白　須　洋　子　　青山学院大学

　同　　　　　菅　原　周　一　　文教大学　CMA

　同　　　　　鈴　木　一　功　　早稲田大学　CMA

　同　　　 ○ 諏訪部　貴　嗣　　ゴールドマンサックス・アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　高　橋　大　志　　慶應義塾大学　CMA

　同　　　　　田　村　浩　道　　東京理科大学　CMA

　同　　　　　徳　島　勝　幸　　ニッセイ基礎研究所　CMA

　同　　　　　中　野　　　誠　　一橋大学

　同　　　　　西　出　勝　正　　一橋大学

　同　　　　　沼　波　　　正　　日本アジア投資

　同　　　　　野　村　亜紀子　　野村資本市場研究所　CMA

　同　　　　　原　田　喜美枝　　中央大学

　同　　　　　廣　瀬　勇　秀　　三井住友DSアセットマネジメント　CMA

　同　　　　　本　多　俊　毅　　一橋大学

　同　　　　　光　定　洋　介　　産業能率大学／あすかコーポレイトアドバイザリー　CMA

　同　　　 ○ 山　田　　　徹　　野村アセットマネジメント　CMA

� 以上33名

退　任　　　　川　北　英　隆　　京都大学　CMA
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▲

�会員の異動
○新入会者（2022年９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９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 氏家　潤 神原　浩子 船越　裕貴

大澤　和行 塩月　広祐 丸尾　智彦

＜上記以外＞
検定会員 五嶋　宏之 服部　哲也　3048

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 橋本　吉史

赤井　俊彦 株式会社富山銀行
浅野　和人 フランクリン・テンプルトン・ジャ

パン株式会社
石井　康貴 野村證券株式会社
石野　莉奈 岡三アセットマネジメント株式会社
磯田　悠介 株式会社千葉銀行
市川　綾香 みずほ証券株式会社
市成　彬人 野村證券株式会社
乾　健人
井上　浩太朗
井上　訓克 野村證券株式会社
岩井　俊樹
蝦名　佑紀 野村證券株式会社
大石　敬昌 みずほ証券株式会社
大浦　達矢 PwCあらた有限責任監査法人
大越　智之 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
大野　優 SMBC日興証券株式会社
大橋　一博
大本　香織 大和証券株式会社
大和田　克 株式会社金融データソリューションズ
柿沼　奈都美 大和証券株式会社
加藤　裕生 野村證券株式会社
加藤　祐矢 大和証券株式会社
加茂　成門 アイザワ証券株式会社
川島　幸恵 三菱UFJ 信託銀行株式会社
菊池　豊隆 SMBC日興証券株式会社
木下　裕貴 野村證券株式会社
木村　孝史 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
熊本　有祐 野村證券株式会社
黒羽　凌司 三菱UFJ 信託銀行株式会社
桑原　朋子
小嶋　純平 株式会社電通グループ
小林　浩基 大和証券株式会社
小林　亮介 野村證券株式会社
近藤　尚哉 岡三証券株式会社
阪本　大輝 東海東京証券株式会社
櫻井　傑寛 株式会社三菱UFJ 銀行

佐々木　一真 野村證券株式会社
佐藤　勘太 東海東京フィナンシャル・ホールデ

ィングス株式会社
白川　智啓 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
杉戸　亮太 SMBC日興証券株式会社
田中　大貴 IFMインベスターズ・ジャパン・

ピーティーワイ・リミテッド
谷口　遥郁
土田　慧 株式会社国際協力銀行
中井　康一 みずほ証券株式会社
中島　啓介
中島　猶史 第一生命保険株式会社
中嶋　祐甫
中村　亘 みずほ証券株式会社
野村　峰大 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
長谷川　大智 大和証券株式会社
原田　涼平 野村證券株式会社
馬場　愛
久野　英里香
深澤　航一
藤江　啓太 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社
藤本　竜太 SMBC日興証券株式会社
堀部　祥平 大和証券株式会社
松岡　晃治 第一生命保険株式会社
三浦　宜爵 アセットマネジメントOne株式会社
水野　悠子
峰　欧州 G-FAS 株式会社
山腰　健太郎 野村證券株式会社
山田　康平 三菱UFJ 信託銀行株式会社
山本　郁平 みずほ信託銀行株式会社
横山　菜々実
若松　紅里 マネックス・アセットマネジメント

株式会社
和久井　宗明
渡邉　健二 岡崎信用金庫
和田　浩隆
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３．定款第12条第１項第４号による退会・会員資格喪失
検定会員 赤松　和彦 清野　真志 舘　祐太朗 松浦　優美子

有山　博之 久保　啓人 田中　優 松尾　多希子
飯田　俊朗 久保田　淳治 田原　信悟 松尾　正人
石川　昌義 小瀬良　一 田平　啓介 松岡　弘憲
石元　玲 小林　大志 全　貴成 松本　隆治
磯野　昌英 小林　努　19379 塚本　憲一 真野　克彦
一尾　仁司 今野　優 坪田　健吾 丸橋　竣
稲井　哲典 坂野　博一 出嶋　槙也 丸山　裕志
今枝　隼一 坂本　眞一 戸苅　匡規 宗永　雅樹
今関　源規 佐々木　達雄 富井　隆行 宗原　昭夫
入江　哲弘 佐藤　紀行 豊島　大地 村形　光俊
内野　弘一 佐藤　裕一 中川　則彦 村山　脩利
及川　茂 篠原　健一 中澤　英樹 望月　秀敏
置田　剛士 柴田　渥史 中嶋　知哉 森　亮
沖本　修朗 清水　啓太 中竹　正峰 盛川　大輔
荻原　奈緒子 清水　俊介 中村　恭 森田　純
小倉　美貴 白川　諒 長野　拓也 山岡　弘明
笠井　拓 杉本　健　12648 西村　重幸 山地　史芳
柏樹　康生 鈴木　一平 西本　浩史 横溝　智司
勝田　充 鈴木　正芳 長谷川　諒 吉田　裕子
加藤　楠 鈴見　健之 林　義幸 吉野　悟史
川崎　雅大 相馬　孝光 坂野　哲也 脇　正俊
川原　聡 曽田　大地 広瀬　健 脇坂　克彦
菊池　研 園田　明子 福地　猛
菊池　祥 高橋　一生 古澤　理
北野　敦也 竹内　昌也 前原　泰

個人賛助会員 田村　卓也

○会員状況（2022年９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

28,373 （28,304） （69） 196 148 （122） （26） 28,717�
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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


