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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．トピックス▲

�第29回SAAJセミナーを開催（１月26日）
　第29回SAAJセミナー「世界的な金融引き締め・インフレ下での投資戦略」を会場およびライブ配

信にて開催しました。

　セッション１（講師：北岡智哉氏 CMA）では、「2023年に泣かないためには？：インフレと景気

後退リスクの次を模索するグローバル経済」のテーマで、世界的なインフレ下、グローバルマクロの

視点から2023年以降の各資産における留意点についてお話しいただき、セッション２（講師：芳賀

沼千里氏 CMA）では、「ディスインフレ時代の終焉と株式投資」をテーマに、急激なインフレ局面に

おける株式投資について新たな視点からご説明いただきました。セッション３では、眞保二朗氏

CMAに「インフレと景気後退―オルタナティブ投資の場合―」と題して、インフレへの対応について

オルタナティブ投資の実例を用いてお話しいただきました。

セッション１　北岡智哉氏 セッション２　芳賀沼千里氏 セッション３　眞保二朗氏

協会だより1
１．トピックス：第29回SAAJセミナーの開催／第29回SAAJセミナーの動画・要旨／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／「証券アナリストに役立つ監査
上の主要な検討事項（KAM）の好事例集2022」の公表／プライベートバンカー（PB）資
格保有者（2022年12月末）について／講演会の動画／講演要旨

２．委員・会員の異動
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▲

�第29回SAAJセミナーの動画・要旨を協会ウェブサイトに掲載しまし
た

　第29回SAAJセミナー「世界的な金融引き締め・インフレ下での投資戦略」（１月26日収録）
　「2023年に泣かないためには？：インフレと景気後退リスクの次を模索するグローバル経済」
　講師：�北岡智哉氏　CMA（野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社　�

チーフストラテジスト）

　「ディスインフレ時代の終焉と株式投資」
　講師：芳賀沼千里氏　CMA（三菱UFJ信託銀行株式会社　受託運用部　チーフストラテジスト）

　「インフレと景気後退―オルタナティブ投資の場合―」
　講師：眞保二朗氏　CMA（タスク・アドバイザーズ株式会社　代表取締役社長）

　

◆�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、後

掲の〔「動画（要旨）」はこちらから〕ボタンから視聴できます。

▲

�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以下に掲載していますので、ご協力くださいますようお

願い申し上げます。

　2023年１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202件7,527,600円、大学基金が218件13,037,306円となりました。

　（アジア証券アナリスト教育支援基金）

　ONE�WALK株式会社　様

お問合せ先　　　経理部（keiri@saa.or.jp）

▲

�「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項（KAM）の好事
例集2022」を公表しました

　当協会は、日本公認会計士協会の協力を得て、2023年２月10日に「証券アナリストに役立つ監査

上の主要な検討事項（KAM）の好事例集2022」を公表しました。好事例集の公表は、昨年に続き２

回目です。

   「ご寄附のお願い」はこちらから

https://www.saa.or.jp/about/saaj/contribution/index.html
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　KAM（Key�Audit�Matters）は、監査人が財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項

です。我が国では、2021年３月期決算よりKAMの記載が全上場会社等に強制適用されています。

　詳細は、下記ボタンからご覧ください。

▲

�プライベートバンカー（PB）資格保有者（2022年12月末）につい
て

　2022年12月末までの資格保有者は2,507名となりました。レベル別の資格保有者は、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　624名

　⑵　プライマリー PB＜中級レベル＞資格保有者　1,621名

　⑶　シニアPB＜上級レベル＞資格保有者　262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。

▲

�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「2023年の株式市場展望―景気後退リスクが高まる中での投資戦略」（１月24日開催）
　講師：阪上亮太氏（シティグループ証券　調査副本部長　株式ストラテジスト）

②「2023年の内外金融政策：新日銀総裁は正常化に着手できるか？」（１月30日開催）
　講師：加藤出氏（東短リサーチ　代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト）

③＜産業研究会企画　人的資本経営シリーズ第２回＞
　「人的資本の潮流～エンゲージメントを基軸とした実践事例～」（２月１日開催）
　講師：川内正直氏（リンクアンドモチベーション　常務執行役員）

④「2023年の為替相場展望―構造的円安の後に残されたもの―」（２月７日開催）
　講師：高島修氏　CMA・CIIA（シティグループ証券　外国為替本部　チーフFXストラテジスト）

⑤＜産業研究会企画　人的資本経営シリーズ第３回＞
　�「ポスト・コロナ時代の働き方はどうなるか―データから見るテレワークの今後と課題―」（２月10
日開催）

　講師：小林祐児氏（パーソル総合研究所　シンクタンク本部　上席主任研究員）

⑥�「2023年度の内外経済市場見通し～米労働参加率等改善で物価鎮静化と景気拡大の両立・株高へ。
秋は増税議論で日本株の上値は重く～」（２月17日開催）
　講師：�木野内栄治氏　CMA（大和証券　理事　チーフテクニカルアナリスト 兼 テーマリサーチ　

担当ストラテジスト）

   「詳細」はこちらから

https://www.saa.or.jp/standards/account/questionnaire/index.html
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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「2023年の株式市場展望―景気後退リスクが高まる中での投資戦略」（１月24日開催）
　講師：阪上亮太氏（シティグループ証券　調査副本部長　株式ストラテジスト）

②「2023年の内外金融政策：新日銀総裁は正常化に着手できるか？」（１月30日開催）
　講師：加藤出氏（東短リサーチ　代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト）

③＜産業研究会企画　人的資本経営シリーズ第２回＞
　「人的資本の潮流～エンゲージメントを基軸とした実践事例～」（２月１日開催）
　講師：川内正直氏（リンクアンドモチベーション　常務執行役員）

④「2023年の為替相場展望―構造的円安の後に残されたもの―」（２月７日開催）
　講師：高島修氏　CMA・CIIA（シティグループ証券　外国為替本部　チーフFXストラテジスト）

⑤＜産業研究会企画　人的資本経営シリーズ第３回＞
　�「ポスト・コロナ時代の働き方はどうなるか―データから見るテレワークの今後と課題―」（２月10
日開催）

　講師：小林祐児氏（パーソル総合研究所　シンクタンク本部　上席主任研究員）

⑥�「2023年度の内外経済市場見通し～米労働参加率等改善で物価鎮静化と景気拡大の両立・株高へ。
秋は増税議論で日本株の上値は重く～」（２月17日開催）
　講師：�木野内栄治氏　CMA（大和証券　理事　チーフテクニカルアナリスト 兼 テーマリサーチ�

担当ストラテジスト）

◆�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、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。

２．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
○投資パフォーマンス基準委員会（２月１日）
　委員の任期（２年）が１月末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（○

   「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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印は新任）。

委員長　　　　桒　原　　　洋　　ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合同会社

委　員　　　　相　上　幸　夫　　Meiji�Yasuda�America�Incorporated　CMA

　同　　　　　阿　部　達　彦　　EY新日本有限責任監査法人

　同　　　 ○ 岩　佐　浩　人　　ニッセイ基礎研究所　CMA

　同　　　　　上　村　大　輔　　JPモルガン・アセット・マネジメント　CMA

　同　　　　　加　藤　有　敬　　みずほ信託銀行　CMA

　同　　　　　加　藤　淳　哉　　KPMG�FAS

　同　　　　　神　谷　精　志　　有限責任監査法人トーマツ　CMA

　同　　　　　河　田　誠　司　　大和アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　川　村　孝　之　　格付投資情報センター　CMA・CIIA

　同　　　 ○ 北　原　伸　一　　りそなアセットマネジメント　CMA

　同　　　　　工　藤　協　一　　アセットマネジメントOne　CMA

　同　　　　　黒　瀬　一　志　　ラッセル・インベストメント　CMA

　同　　　　　阪　内　浩　道　　ニッセイアセットマネジメント　CMA・CIIA

　同　　　　　清　水　　　毅　　PwCあらた有限責任監査法人　CMA

　同　　　　　竹　内　知　明　　有限責任あずさ監査法人

　同　　　　　橋　口　直　子　　野村アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　服　部　浩　二　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　同　　　　　松　本　季　子　　ジャフコ�グループ

　同　　　　　我　妻　太　郎　　野村総合研究所　CMA・CIIA

以上20名

退　任　　　　明　田　雅　昭　　日本証券経済研究所

退　任　　　　今　成　昭　彦　　エックスネット

退　任　　　　加　藤　えり子　　三菱地所投資顧問

退　任　　　　澤　田　裕　司　　りそなアセットマネジメント　CMA

退　任　　　　関　井　裕　二　　日興アセットマネジメント　CMA

退　任　　　　俊　野　雅　司　　成蹊大学　CMA

退　任　　　　西　岡　敏　郎　　日本不動産研究所

退　任　　　　右　田　　　徹　　元　イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

退　任　　　　山　崎　圭一郎　　日立投資顧問　CMA

○第38回�日本証券アナリスト大会実行委員会（２月９日）
委 員 長　　　塩　原　邦　彦　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

副委員長　　　市　川　元　久　　大和証券　CMA
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委　　員　　　浅　野　高　正　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券

　 同　 　　　岩　渕　啓　介　　岡三証券　CMA

　 同　 　　　内　山　雅　浩　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　CMA

　 同　 　　　大　野　健　太　　明治安田生命保険　CMA・CIIA

　 同　 　　　佐　藤　裕　亮　　第一生命保険

　 同　 　　　猪　谷　幸　雄　　大和証券　CMA

　 同　 　　　嶋　　　龍　真　　野村アセットマネジメント　CMA

　 同　 　　　関　口　雄　一　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA・CIIA

　 同　 　　　添　谷　昌　生　　りそなアセットマネジメント　CMA

　 同　 　　　高　田　訓　弘　　三菱UFJ国際投信　CMA

　 同　 　　　三　宅　恒　治　　みずほ証券　CMA

　 同　 　　　山　本　　　将　　三菱UFJ信託銀行�　CMA・CIIA

　 同　 　　　渡　辺　勇　仁　　大和アセットマネジメント　CMA

○ディスクロージャー研究会
・専門部会（１月12日）

（機械）

　退　任　　　齋　藤　克　史　　野村證券　CMA

　就　任　　　宮　崎　孝　志　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA・CIIA

（銀行）

　退　任　　　西　原　里　江　　JPモルガン証券
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▲

�会員の異動
○新入会者（2023年１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（2023年１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 井崎　大三 佐伯　尚也 並木　英彦 藤原　俊彦

石井　浩和 鈴木　敏彦 西沢　和彦 細田　浩昭
猪野　邦一 炭竈　和浩 西元　亮 松本　昌大
上田　充四郎 高橋　啓介 新田　俊之 三國　伶
大石　義孝 高橋　恒文 野方　隆 南　浩一郎
大岡　隆 田邉　貴彦 林　辰也 森山　亮祐
大津　翼 東藤　正樹 林　幸弘 山中　友之
小野　桃子 中川　大輔 原田　直之 吉川　誠
菊本　慶治 長嶋　一晃 平林　太郎 吉澤　栄一
久保田　勝己 永原　裕一 比留川　広
栗本　恭一 永山　信哉 福岡　一洋

＜上記以外＞
検定会員 竹國　正矩 富永　章嗣

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 斉藤　淳

○会員状況（2023年１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

28,705� （28,637） （68） 196 148 （122） （26） 29,049�

秋元　望
阿波連　友里恵 野村アセットマネジメント株式会社
石飛　海人 みずほ証券株式会社
内山　僚 SMBC日興証券株式会社
梅原　佑太 大和証券株式会社
小野　将治 株式会社三井住友銀行
亀之園　直幸 第一生命保険株式会社
川原　遥夏
菊池　紘平 株式会社三菱総合研究所
岸　純也
北澤　剛
木下　裕貴 BofA 証券株式会社
久坂　めぐみ
栗野　隆世 野村證券株式会社
来栖　啓司
近藤　慎一郎
斉藤　晃一 KK�Fund�/�KK�Investment�

Management�Pte.Ltd.

齊藤　玲央 野村證券株式会社
白石　知佳 SMBC日興証券株式会社
沈　智韋 第一生命保険株式会社
鈴木　悠之介
玉田　眞也 財務省
飛田　竜示 農林中金全共連アセットマネジメン

ト株式会社
冨田　涼太
中丸　拓真 株式会社りそな銀行
中村　雄一郎
西川　将司 ニッセイアセットマネジメント株式

会社
野際　大樹 野村證券株式会社
畑中　美沙希
宮内　祐季
矢野　強
王　彦芳 大同生命保険株式会社
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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


