
区分：証券アナリスト

団体名：公益社団法人日本証券アナリスト協会

選
定
基
準

No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要

1 井口　譲二 ニッセイアセットマネジメント株式会社 チーフ・コーポレート・
ガバナンス・オフィ
サー、
統括部長

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
IFRS Foundation： IFRS Advisory Council委員、

International Corporate Governance NetWork理事、

ICGN：監査・会計委員会委員、
金融庁：企業会計審議会・監査部会臨時委員、
金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、
ASBJ：企業結合専門委員、ディスクロージャー専門委員、
経済産業省：持続的な価値創造に向けた投資の在り方検討会、
企業のダイバーシティ経営・人材戦略の在り方検討会、
日経新聞：日経アニュアルレポート審査委員、
日本IR協議会：IR優良企業審査委員、

FASF会計人材開発プログラム第1期生

2 伊藤　辰彦 みずほ証券株式会社  アナリスト 自動車部品メーカーの財務分析

3 伊藤　敏憲 株式会社伊藤リサーチ・アンド・アドバ
イザリー/
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
式会社

代表取締役
 兼 アナリスト/
シニアアドバイザー

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
ディスクロージャー研究会座長代理

4 大瀧　晃栄 SMBC日興証券株式会社 シニアアナリスト
公認会計士

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
IASB：Capital Market Advisory Committee 委員、
金融庁：企業会計審議会・監査部会臨時委員、
ASBJ：IFRS適用課題対応専門委員、退職給付専門委員、
企業結合専門委員、実務対応専門委員、
FASF会計人材開発プログラム第2期生

5 大場　肇 日本バリュー・インベスターズ株式会社 インベストメント・
マネージャー 不動産、化学、機械、自動車/部品などの業界調査・財務分析

IFRS・米国基準に関する財務諸表分析の経験者、又は、IFRSに関する知見を有する者
英語でそれぞれの業務を行える語学力を有する者

「国際会計人材ネットワーク」（2020年5月1日現在）
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6 大畠　彰雄 野村アセットマネジメント株式会社 シニアアナリスト 日本証券アナリスト協会：ディスクロージャー研究会業種別専門部会（エネル
ギー）委員
商社、電公益、石油・鉱業、海運、紙パ等の業界分析および投資判断
FASF会計人材開発プログラム第4期生

7 貝増　眞 公益社団法人日本証券アナリスト協会 職業倫理教育
企画部長

金融庁：金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、
会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会メンバー
FASF：基準諮問会議委員（兼テーマ設定委員）、

ASBJ：IFRSのエンドースメントに関する作業部会委員、
収益認識専門委員、（元）非常勤委員、
JFAEL：IFRS教育・研修委員

8 香川　修弘 SMBC日興証券株式会社 産業調査部
財務戦略課
担当課長
米国公認会計士

IFRSに関する調査・研究及び社内外に向けた意見発信

IFRSを適用している上場企業の開示分析

FASF会計人材開発プログラム第4期生

9 北川　知明 三井住友DSアセットマネジメント アナリスト 日本証券アナリスト協会：ディスクロージャー研究会業種別専門部会（自動車・同
部品・タイヤ）委員
自動車・自動車部品メーカー、建設・資材メーカーなどの財務分析
FASF会計人材開発プログラム第3期生

10 窪田　真之 楽天証券株式会社 楽天証券経済研究所
長

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
金融庁：企業会計審議会・会計部会臨時委員、
FASF：基準諮問会議委員、

ASBJ：ディスクロージャー専門委員、(元）セグメント情報等開示専門委員、
内閣府：女性が輝く先進企業表彰選考委員

11 熊谷　五郎 みずほ証券株式会社/
日本証券アナリスト協会/
京都大学

上級研究員/
企業会計部長/
客員教授

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
IASB：IFRS Interpretations Committee 委員、

（元）Capital Market Advisory Committee 委員、

（元）IFRS Foundation： IFRS Advisory Council 副議長、
金融庁：企業会計審議会・会計部会臨時委員、同監査部会臨時委員、
金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、
ASBJ：非常勤委員、ASAF対応専門委員、（元）収益認識専門委員、

（元）IFRSのエンドースメントに関する作業部会委員、

（元）FASF：基準諮問会議委員（兼テーマ設定委員）、

FASF会計人材開発プログラム第1期生

12 後藤　潤 株式会社格付投資情報センター コーポレート4部長
チーフアナリスト
公認会計士

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
ASBJ：税効果会計専門委員、リース会計専門委員、
（元）金融庁：企業会計審議会・監査部会臨時委員、
FASF会計人材開発プログラム第1期生
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13 嶋　龍真 野村アセットマネジメント株式会社
銀行株の調査・分析及び銀行関連の規制の調査

14 芹口　尚子 野村證券株式会社 エグゼクティブ・ディレ
クター

電機・精密、化学、公益（電力・ガス）などの財務分析
FASF会計人材開発プログラム第2期生

15 辻野　菜摘 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
式会社

シニアアナリスト 日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
ディスクロージャー研究会業種別専門部会（保険・証券）委員
金融庁：経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議メンバー
ASBJ：保険契約専門委員

16 中熊　靖和　 野村ファンド・リサーチ・アンド
・テクノロジー株式会社

取締役常務 金融庁：金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、
（元）日本証券アナリスト協会：ディスクロージャー研究会委員、
（元）日本IR協議会：IR優良企業賞審査委員

17 西山　賢吾 株式会社野村資本市場研究所 主任研究員 （元）日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員
（元）金融庁：スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの
フォローアップ会議メンバー、
（元）ASBJ：非常勤委員

18 丹羽　伸茂 三井住友信託銀行 主務
非金融セクターの業界調査及び財務分析

19 橋本　宗治 SMBC日興証券株式会社 クレジットアナリスト 電力、石油、化学、海運などの財務分析
FASF会計人材開発プログラム第3期生

20 平井　直樹 野村證券株式会社 シニア・オフィサー 日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
ASBJ：非常勤委員
電機・精密などの財務分析

21 藤野　　大輝 株式会社大和総研 制度調査課　研究員
個人情報、会計、開示、金商法、税制、SDGsなどの調査

22 槙野　尚 みさき投資株式会社 インベストメント・オ
フィサー 民生エレクトロニクス、半導体部品、物流・運輸、住設資材、建設機械業界等の

業界・事業・財務分析
ASBJ：収益認識専門委員
金融庁：金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ・ヒアリングメン
バー
FASF会計人材開発プログラム第5期生

23 増野　大作 野村證券株式会社 エクイティ・リサーチ部
共同部長

日本証券アナリスト協会：ディスクロージャー研究会業種別専門部会（通信・イン
ターネット）部会長

ASBJ：ディスクロージャー専門委員

98～2000年に米国の通信業界、2000年～日本の通信業界を担当し、米国基

準、IFRSの通信会社の財務分析
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24 水口　啓子 株式会社日本格付研究所 審議役兼
チーフ・アナリスト

金融庁：企業会計審議会委員／監査部会委員、
金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、
公認会計士・監査審査会委員、
ASBJ：金融商品専門委員、保険契約専門委員、
ディスクロージャー専門委員、
FASF会計人材開発プログラム第4期生

25 三井　千絵 株式会社野村総合研究所 上級研究員 IFRSの企業開示情報、電子開示

IASB：Member,The IFRS Taxonomy Consultative Group
スチュワードシップ研究会　運営委員
FASF会計人材開発プログラム第4期生

26 守屋　敦 株式会社格付投資情報センター チーフアナリスト
公認会計士

政府系機関、石油、資源開発などの財務分析
FASF会計人材開発プログラム第3期生

27 柳澤　祐介 東京海上アセットマネジメント株式会社 運用本部
責任投資部長 金融庁：金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ臨時委員、

市場ワーキング・グループ・フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース・メ
ンバー、
法務省：法制審議会・会社法制（企業統治等関係）部会委員、
（元）日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員

28 吉井　一洋 株式会社大和証券グループ本社

大和証券株式会社

取締役会室兼監査委
員会室
監査役室 担当部長

日本証券アナリスト協会：企業会計研究会委員、
IAASB：Member, Consultative Advisory Group
（元）ASBJ：1株当たり利益（EPS）専門委員

29 渡辺　博紀 株式会社格付投資情報センター チーフアナリスト
公認会計士

不動産・住宅、建設、住宅設備・住宅建材などの財務分析
FASF会計人材開発プログラム第2期生
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