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2021年 8月 12日 

NEWS RELEASE 

会長の交代および新役員選任等について 

１．本日開催の臨時総会で任期（2 年）満了に伴う役員の改選が行われ、新役員（理事 28 名、

監事 3 名）が選任されました。 

  また、臨時総会後の理事会で、新しい会長（代表理事）に小池広靖氏が選定されました。

また、副会長 3 名、専務理事（代表理事）、常務理事（代表理事）が以下のとおり選定さ

れたほか、業務執行理事 3 名が選定されました。 

会長（代表理事） 小池 広靖 （新任：野村アセットマネジメント CEO 兼 

代表取締役社長） 

副会長 新井 富雄 （再任：東京大学 名誉教授） 

副会長 佐藤 淑子 （新任：一般社団法人日本 IR 協議会専務 

理事） 

副会長 菱田 賀夫 （再任：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）

専務理事（代表理事） 神津 多可思 （新任：日本証券アナリスト協会） 

常務理事（代表理事） 渥美 恭弘 （再任：日本証券アナリスト協会） 

  新役員名簿は別添１のとおりです。また、小池広靖会長（代表理事）および神津多可思

専務理事（代表理事）のプロフィールは別添２のとおりです。 

２．当協会では、小池会長の下、「広い視野、深い専門知識・分析力、高い倫理観を備え、時代

の要請に応える金融・投資のプロフェッショナルを育成する」ことを使命に掲げ、CMA 

（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）、PB（プライベートバンカー）の育成等を通じ

て、金融・資本市場の健全な発展を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指し

て取り組んで参ります。これまで同様ご協力・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

３．なお、今回の改選により、理事 11 名、監事 1 名が退任しました。 

以 上 

本件に関する照会先 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

総務部長 磯野 義治 

03-3666-1743



（別添１）

※印は常勤役員（常勤役員以外は無報酬）。

会長
（代表理事）

新任 小池　広靖 野村アセットマネジメント(株)　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(株)　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 (株)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(株)　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(株)  社外取締役    味の素(株)   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(株)　取締役常務執行役員（CMA）

同 櫛田　誠希 日本証券金融(株)　代表執行役社長

同 小沼　泰之 (株)東京証券取引所　取締役専務執行役員（CMA）

同 許斐　潤 野村證券(株)　参事　金融経済研究所長（CMA）

同 新任 坂本 昌史 ＳＭＢＣ日興証券(株)　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(株)  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(株)　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(株)　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(株)　代表取締役社長（CMA・CIIA）

新任 藤岡　智男 大和証券(株)　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 (株)格付投資情報センター　代表取締役社長

監事 坂井　竜裕 日本証券業協会　常務執行役

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 (株)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〕

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

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）



（別添２）

会長・専務理事 プロフィール

こ い け　 ひろやす

会長 小　池　広　靖　　（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）

(代表理事） 1967年10月30日生

学歴

1990年3月 早稲田大学法学部卒業

職歴

1990年4月 野村證券入社

2009年6月 同社  金融法人部　マネージング・ディレクター

2010年6月 同社　リスク・ソリューション部長

2016年4月 同社　執行役員　金融法人兼公共法人担当

2018年4月 同社　常務　コーポレート・ファイナンス担当、法人開発兼務

2019年4月 同社　常務　コーポレート・ファイナンス担当

2020年4月 野村アセットマネジメント　副社長　国内営業管掌

2020年12月 野村アセットマネジメント　副社長　国内営業管掌　兼　資産運用研究所長

2021年4月 野村アセットマネジメント　CEO　兼　代表取締役社長　資産運用研究所長

2021年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会　会長（代表理事）

こ  う  づ   た   か   し

専務理事 神　津　多 可 思 　　　 

(代表理事） 1956年5月29日生

学歴

1980年3月 東京大学経済学部卒業

2007年3月 埼玉大学大学院経済科学研究科博士課程後期修了　博士（経済学）

職歴

1980年4月 日本銀行入行

2005年 日本銀行政策委員会室審議役（国会・広報）

2006年 日本銀行金融機構局審議役（国際関係）

 2010年8月 リコー経済社会研究所　主席研究員

2015年9月 リコー経済社会研究所　副所長・主席研究員

2016年4月 リコー　執行役員　リコー経済社会研究所　所長

2019年4月 リコー　フェロー　リコー経済社会研究所　所長

2019年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会　理事

2021年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会　専務理事（代表理事）
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