
  

 

 

平成２７年度事業報告書 

 

（平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

― 目 次 ― 

 

御 挨 拶 

 

Ⅰ．平成 27年度事業活動の主な概要 

１． 会員に関する事項 

２． 電子申込型電子募集取扱業務（いわゆる投資型クラウドファンディング）に対

する対応及びその取扱状況の公表等 

３． 正会員の顧客資産の分別管理、法令等遵守体制の自己点検 

４． 反社会的勢力の排除に向けた取組み 

５． 正会員に対する研修等の実施 

６． 正会員に対する監査の実施、モニタリングの充実・強化等 

７． あっせん・苦情相談に関する取組み 

８． 広報活動への取組み 

 

 

Ⅱ．総会、理事会、委員会等 

１． 総会 

２． 理事会 

３． 政策委員会 

４． 規律委員会 

５． 検討会合 

 

 

 

Ⅲ．事業活動 

１． 正会員の大幅な増加 

２． 正会員の入会審査に対する対応 

３． 「賛助会員制度」の廃止 

４． 自主規制等への取組み 

５． 特定の正会員に対する措置 

６． 研修、講演会等 

７． 反社会的勢力の排除に向けた取組み 

８． 要望等 

９． あっせん・苦情相談に関する取組み 

１０． 広報活動への取組み 

１１． ふるさと投資連絡会議への対応 

１２． コンプライアンス相談室等の利用状況 



2 

 

 

 

 

 

Ⅳ．財務報告 

 

 

 

Ⅴ．資料 

１． 会員（正会員、電子募集会員、賛助会員、後援会員）の状況（平成 27年度末現

在） 

２． 役員（平成 27年度末現在） 

３． 政策委員会（平成 27年度末現在） 

４． 正会員の入会・脱退の状況 

５． 正会員向けの主な通知について（参考） 

 

 

 



3 

 

御   挨   拶 

 

会 長 稲 野 和 利  

 

 

 この度、一般社団法人第二種金融商品取引業協会（以下「本協会」という。）では、

平成 27年度の事業報告書を取りまとめましたので、ここにご報告いたします。 

 

 わが国経済は、中国経済の減速や原油価格の下落、米国の金融緩和出口戦略の始まり

等の外部環境の変化を受け、平成 28 年の年初より円高が進行したことなどから、先行

きに対して些かの不透明感が存在しております。一方で、日銀のマイナス金利付き量的・

質的金融緩和の導入により、銀行の貸出金利などの資金調達コストは低下し、それが企

業の設備投資や個人の住宅購入など、消費や投資にプラスに働くことが期待されており

ます。また、政治面も含めて、今後の経済動向については、注視していく必要がありま

す。わが国経済は、大きな岐路に立っていると言えるでしょう。 

 

 こうした中、第二種金融商品取引業は、他の金融商品取引業と同様に、わが国経済の

様々な分野で、投資者及び企業・事業者との間の資産運用及び資金調達を結びつける重

要な役割を担っており、本協会といたしましても、その役割は、今後、益々重要になっ

ていくものと認識しております。 

平成 27 年５月末には金融商品取引法の一部改正が施行されたことにより、それに前

後して、第二種金融商品取引業を営む多くの会社が、本協会に正会員として入会されて

おります（平成 28 年３月末現在で、全ての第二種金融商品取引業者 1,156 社のうち、

正会員は 372社。）。正会員各位の業種・業態・事業規模は様々で、かつ多岐にわたって

おります。本協会といたしましては、正会員のニーズの積極的把握に努め、個々の特性

にも配慮しながら正会員各位の業務に対する支援の充実・強化に努めて参りたいと存じ

ております。 

 

本協会では、引き続き、第二種金融商品取引業の自主規制機関としての責務を自覚し、

広く投資家の期待に応えられるよう、鋭意努力して参る所存であります。今後とも、本

協会の活動に対しまして、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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Ⅰ．平成27年度事業活動の主な概要 

 

１．会員に関する事項 

(1) 正会員の大幅な増加 

平成27年５月29日付けで改正金融商品取引法が施行され、本協会（金商法上の認

定金融商品取引業協会（自主規制機関））に加入しない第二種金融商品取引業者

は、協会規則に準ずる社内規則の作成及び当該社内規則を遵守するための体制整備

が義務づけられた。 

この改正に伴い、本年度は、第二種金融商品取引業を営む多くの会社が本協会に

入会し、平成28年３月末現在、正会員数は、372社となった。 

 

(2) 正会員の入会審査に関する対応 

第二種金融商品取引業者の本協会への入会審査に当たっては、当該金融商品取引

業者の業務運営体制、財務内容等の確認を行うとともに、行政当局等と緊密な連携

を図った。 

特に、正会員が第二種金融商品取引業の適切な業務運営を行うためには、財務の

健全性の確保は必要不可欠な事項であり、本協会では、入会申請会社が債務超過の

状況にある場合には、経営計画、事業内容及び改善計画等の確認を行うため、会員

代表予定者を訪問し面談を実施することとした（平成28年３月９日理事会承認）。 

 

(3)「賛助会員制度」の廃止 

賛助会員については、上記(1)の改正金融商品取引法の施行及び正会員数の大幅

な増加の状況を受けて、正会員との誤認のおそれの防止等の観点から、平成28年４

月１日をもって、賛助会員制度を廃止することとした（平成28年２月25日臨時会員

総会）。 

（注）「賛助会員」は、正会員とは異なり、本協会の自主規制に服する義務はなく、

総会議決権も付与されていない。入会金・会費が免除・軽減され、本協会から情

報提供のみを受ける会員をいう。 

 

(4) 正会員とのコミュニケーションの充実 

 正会員からの政策や業務に関する意見・ニーズの把握、正会員相互の意思疎通の

促進等のため、会員代表者等への個社訪問、意見交換会や、平成28年３月22日には

「正会員代表者向け講演会・懇親会」を実施し、本協会と正会員相互間のコミュニ

ケーションの充実に努めた。 

 

 

 

２．電子申込型電子募集取扱業務（いわゆる投資型クラウドファンディング）に対す
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る対応及びその取扱状況の公表等 

(1) 平成27年５月29日付けで改正金融商品取引法が施行され、いわゆる「ファンド

投資型クラウドファンディング」の利用促進、投資者の信頼確保に関する制度整

備が行われた。 

本協会では、この制度整備に対応して、平成27年５月27日、「電子申込型電子

募集取扱業務等に関する規則」を制定し、その運用を開始するとともに、同規則

に基づき正会員から取引状況についての報告を四半期ごとに求め、統計として公

表を行っている。 

(2) 平成27年11月17日、栃木県主催「“とちぎクラウドファンディング”栃木県ふ

るさと投資推進事業研修会」において、地元の企業・金融機関等に対し、協会規

則等の説明を行った。 

 

３．正会員の顧客資産の分別管理、法令等遵守体制の自己点検 

(1) 平成27年９月、顧客資産の保全及び投資者の信頼を確保するため、正会員の顧

客資産の分別管理の状況について、正会員に対し所定の調査票による自己点検を

実施し、報告を求めた。 

(2) 平成27年12月、法令等の違反の未然防止及び投資者保護意識の一層の向上を図

るため、正会員の法令等遵守体制・態勢の状況について、正会員に対し「自己点

検報告書」による自己点検を実施し、報告を求めた（本年度で３回目）。 

 

４．反社会的勢力の排除に向けた取組み 

反社会的勢力の排除に向け、警視庁、関東財務局、暴力団追放運動推進都民セン

ター及び東京三弁護士会の協力を得て、平成27年8月3日「東京都第二種金商業警察

連絡協議会」設立総会を開催し、情報共有等を通じた取組みを開始した。 

 

５．正会員に対する研修等の実施 

本協会では、正会員の役職員のコンプライアンス意識、正会員の内部管理態勢な

どの一層の強化・充実に資するため、本協会の「第二種業内部管理統括責任者等に

関する規則」で定める第二種業内部管理統括責任者及び第二種業営業責任者・第二

種業内部管理責任者に対する研修や、正会員に共通する課題等について研修、説明

会を実施している。 

本年度は、正会員の増加及びその本支店の設置の状況等を踏まえ、東京、名古

屋、大阪及び福岡の会場で研修、説明会を８コース28回実施し、1,497社2,143名

（延べ）の受講・参加があった。 

 

 

 

６．正会員に対する監査の実施、モニタリングの充実・強化等 
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(1) 監査の実施 

本協会が実施する監査の基本的な考え方、監査対象先、重点点検事項及び監査手

続き等を定めた「平成27年度監査基本計画」（平成27年11月６日理事会承認）を策

定し、同計画に基づき、正会員１社に対して、監査を実施した。 

 

(2) モニタリングの充実・強化 

① 正会員が債務超過の状況にある場合には、決算期及び中間期毎に改善計画等の

提出を求めヒアリング等を行い、当該正会員における財務の健全化に向けた取組

みを促すこととした（平成28年３月９日理事会承認）。 

② 特定の正会員における顧客資産の流用事件等を踏まえ、正会員の事業型ファン

ドの自己募集・自己私募（自己運用）の運用実態を把握するため、当該正会員に

対し、資産・負債、損益の状況及び当該ファンドの運用状況等の報告を求めると

ともに、必要に応じて、資料の提出・ヒアリング、監査等を実施することとした

（平成28年３月９日理事会承認）。 

 

 (3) 特定の正会員に対する措置 

特定の正会員における顧客資産の流用事件が発覚し、顧客保護の観点から、当該

正会員に対して顧客の出資金の運用・管理状況の把握及び顧客対応等を求める「注

意」を行った。その後、当該正会員が金融商品取引業の登録取消し処分を受け、本

協会の正会員としての会員権が消滅したことから、脱退させた（平成27年12月25日

理事会承認）。 

 

７．あっせん・苦情相談に関する取組み 

本協会では、正会員及び電子募集会員の行う自己募集その他の取引等に関する投

資者からの苦情の解決業務及び争いがある場合のあっせん業務について、金融分野

における裁判外紛争解決機関（金融ADR機関）である「特定非営利活動法人証券・

金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」に業務委託している。 

本年度の正会員に係るあっせん・苦情相談の処理状況は、相談27件、苦情５件、

あっせん０件であった。 

 

８．広報活動への取組み 

(1) 本協会では、第二種金融商品取引業及びファンド・不動産信託受益権等の金融

商品・取引に対する一般投資者の理解を促進し、本協会の活動などをタイムリー

に紹介するため、ホームページ上で各種情報を随時掲載し、内容の充実に努め

た。 

(2) 平成28年２月17日、関東財務局主催「平成27年度 第二種金融商品取引業者説

明会」において、同財務局管轄の第二種金融商品取引業者に対し、本協会の概要

及びその業務の取組みについて説明を行った。 
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Ⅱ．総会、理事会、委員会等 

 

１．総会 

本年度中、以下のとおり、定時総会を１回、臨時総会を３回それぞれ実施し、

平成 26年度決算、理事・監事の選任及び定款等の一部改正等の重要事項について

審議を行った。 

① 平成 27年５月７日（木）、臨時正会員総会が開催され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－正会員監事の辞任に伴う後任理事の選任について 

 

② 平成 27年６月 24日（水）、定時会員総会が開催され、以下の議案について審

議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－平成 26年度決算報告書（案）及び事業報告書（案）について 

－役員の選任について 

 

③ 平成 28年２月 25日（木）、臨時会員総会が開催され、以下の議案について審

議が行われ、承認可決された。 

－「賛助会員」制度の廃止に伴う定款等の一部改正（案）について 

 

④ 平成 28年３月 31日（木）、臨時会員総会が開催され、以下の議案について審

議が行われ、承認可決された。 

－正会員理事の辞任に伴う後任理事の選任について 

 

 

２．理事会 

本年度中、以下のとおり、開催理事会を３回、書面理事会を 19回それぞれ実施

し、本協会の業務運営に関する重要事項について審議を行った。 

 

① 平成 27年４月２日（木）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

 

－「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則（案）」等及び自主規制規則

の一部改正（案）に対するパブリック・コメントについて 

－正会員監事の辞任に伴う後任監事の候補者の選出について 

－臨時正会員総会の開催について 

－臨時正会員総会の書面による議決権行使について 

－規律委員会副委員長の交代について 
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② 平成 27年４月６日（月）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（20社）の入会承認について 

 

③ 平成 27年４月９日（木）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（23社）の入会承認について 

 

④ 平成 27年４月 22日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（17社）の入会承認について 

 

⑤ 平成 27年５月 20日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社（16社）の入会承認について 

－「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の制定等について 

 

⑥ 平成 27 年６月１日（月）、理事会が開催され、以下の議案について審議が行

われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社（８社）の入会承認について 

－平成 26年度 決算報告書（案）及び事業報告書（案）について 

－平成 27年度 収支予算書の修正（案）について 

－役員候補者（案）について 

－定時会員総会の開催等について 

また、以下の事項について報告が行われた。 

 －正会員の入会の状況について 

 －東京都第二種金商業警察連絡協議会（仮）の設置について 

 －「ふるさと投資」手引きの取りまとめについて 

 

⑦ 平成 27年６月 24日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（34 社）及び正会員の脱退の承認（１社）に

ついて 

 

⑧ 平成 27年７月 23日（木）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（18 社）について 
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⑨ 平成 27年７月 29日（水）、理事会が開催され、以下の議案について審議が行

われ、すべての議案について承認可決された。 

－会長（代表理事）の選定について 

－専務理事の選定について 

－常務理事の選定について 

－役員の職務執行の順序について 

－政策委員会委員及び規律委員会委員の委嘱について 

－平成 27年度事業計画書のフォローアップについて 

また、以下の事項について報告が行われた。 

 －正会員代表者等を対象とした講演会・懇親会について 

 －正会員の入会の状況について 

 

⑩ 平成 27年８月 20日（木）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（23 社）について 

－「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正に伴う「個

人情報の保護に関する指針」の一部改正について（案） 

 

⑪ 平成 27 年９月２日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－正会員の脱退の承認（２社）について 

 

⑫ 平成 27年９月 18日（金）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（23社）の入会承認について 

 

⑬ 平成 27年 10 月 23日（金）、書面での理事会が実施され、以下の議案につい

て審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（13社）の入会承認について 

 

⑭ 平成 27年 11月６日（金）、理事会が開催され、以下の議案について審議が行

われ、すべての議案について承認可決された。 

－賛助会員制度の廃止について（案） 

－平成 27年度監査基本計画（案）について 

また、以下の事項について報告が行われた。 

 －平成 27年度研修・説明会の実施状況及び今後実施予定の研修について 

 －平成 27年度９月期（半期）の決算概況について 
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 －正会員の概況 

 

⑮ 平成 27年 11 月 19日（木）、書面での理事会が開催され、以下の議案につい

て審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社（10社）の入会承認について 

 

⑯ 平成 27年 12 月 16日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案につい

て審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（５社）について 

－正会員の脱退の承認（３社）について 

－臨時会員総会の開催について（「賛助会員」制度の廃止に伴う定款等の一部

改正（案）） 

 

⑰ 平成 27年 12 月 25日（金）、書面での理事会が実施され、以下の議案につい

て審議が行われ、承認可決された。 

－株式会社ヴァンネットの正会員資格の消滅（脱退）について 

 

⑱ 平成 28年１月 22日（金）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（９社）について 

また、以下の事項について報告が行われた。 

－臨時会員総会の開催日時の変更について（「賛助会員」制度の廃止に伴う定

款等の一部改正（案）） 

 

⑲ 平成 28 年２月１日（月）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、承認可決された。 

－アーツ証券株式会社の正会員資格の消滅（脱退）について 

 

⑳ 平成 28年２月 19日（金）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社の入会承認（８社）について 

－正会員の脱退承認（２社）について 

 

○21  平成 28 年３月３日（木）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－平成 28 年度予算案及び事業計画案並びに平成 27 年度の予算の執行状況等

について 

－平成 28年度監査基本計画について（案） 
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－正会員の財務状況及びファンドの運用実態の把握等について（案） 

－正会員理事の辞任に伴う後任理事の候補者の選出等について 

 また、以下の事項について報告が行われた。 

－今後の開催理事会の日程について 

－正会員代表者向け講演会・懇親会について 

－正会員の状況について 

   （注）当初は理事会を開催する予定だったが、定足数未達のため、書面理事会に

変更した。 

 

○22  平成 28年３月 23日（水）、書面での理事会が実施され、以下の議案について

審議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－新規入会申請会社（９社）の入会承認について 

－正会員の脱退承認（１社）について 

－政策委員会委員長の交代について 

－規律委員会委員の交代について 

 また、以下の事項について報告が行われた。 

－ヴァンネット社事件について 

 

 

３．政策委員会 

政策委員会は、本協会の業務運営に関する事項について検討を行う常設委員会

であり、本年度中、以下のとおり、開催政策委員会を３回、書面政策委員会を３

回それぞれ実施し、重要事項について審議を行い、理事会に付議した。 

 

① 平成 27年５月 14日（木）、書面での政策委員会が実施され、以下の議案につ

いて審議が行われ、承認可決された。 

－「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の制定等について 

 

② 平成 27年５月 26日（火）、政策委員会が開催され、以下の議案について審議

が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－平成 26年度決算報告書（案）及び事業報告書（案）について 

－平成 27年度収支予算書の修正（案）について 

 また、以下の事項について報告が行われた。 

－役員候補者（案）について 

－定時会員総会の開催等について 

－正会員の入会の状況について 

－東京都第二種金商業警察連絡協議会（仮）の設置について 

－「ふるさと投資」手引きの取りまとめについて 
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③ 平成 27年７月 28日（火）、書面での政策委員会が実施され、以下の議案につ

いて審議が行われ、承認可決された。 

－「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正に伴う「個

人情報の保護に関する指針」の一部改正について（案） 

 

④ 平成 27年 10 月 30日（金）、政策委員会が開催され、以下の議案について審

議が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－賛助会員制度の廃止について（案） 

－平成 27年度監査基本計画（案）について 

また、以下の事項について報告が行われた。 

－平成 27年度研修・説明会の実施状況及び今後実施予定の研修について 

－平成 27年度９月期（半期）の決算概況について 

－正会員の概況 

 

⑤ 平成 27年 12月８日（火）、書面での政策委員会が実施され、以下の事項につ

いて報告が行われた。 

－「賛助会員」制度の廃止に伴う定款等の一部改正（案）に関するパブリッ

ク･コメントの結果について 

 

⑥ 平成 28年２月 22日（月）、政策委員会が開催され、以下の議案について審議

が行われ、すべての議案について承認可決された。 

－平成 28 年度予算案及び事業計画案並びに平成 27 年度の予算の執行状況等

について 

－平成 28年度監査基本計画について（案） 

－正会員の財務状況及びファンドの運用実態の把握等について（案） 

－正会員理事の辞任に伴う後任理事の候補者の選出等について（案） 

また、以下の事項について報告が行われた。 

－今後の開催理事会の日程について 

－正会員代表者向け講演会・懇親会について 

－正会員の状況について 

 

 

４．規律委員会 

規律委員会は、正会員及び電子募集会員に対する処分、勧告その他の措置等につ

いて審議を行う常設委員会であり、本年度中、以下のとおり、開催した。 

 

・ 平成 27年６月 25日（木）、規律委員会が開催され、以下の事項について報告
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が行われた。 

－最近の金商法等の改正の動きについて 

－正会員の入会の状況について 

－その他 

 

 

５．検討会合 

・ 政策委員会の下部組織として、自主規制規則に関する検討会合、研修制度に関

する検討会合及び投資型クラウド・ファンディングに関する検討会合を設置し

ているが、本年度は開催されなかった。 

 

 

Ⅲ．事業活動 

 

１．正会員の大幅な増加 

平成 27年５月 29日付けで、金融商品取引法等の一部を改正する法律が施行され

たことにより、第二種金融商品取引業者等は、同法律の施行後は、本協会（金商法

上の認定金融商品取引業協会（自主規制機関））に加入しない場合には協会規則に

準ずる内容の社内規則の作成と当該社内規則を遵守するための体制整備が義務づ

けられることとなった。 

この改正に伴い、本年度は、第二種金融商品取引業を営む多くの会社が本協会に

入会し、平成 28 年３月末現在で、正会員数は 372 社となった（本年度の新規入会

は 291 社、脱退は 11 社、このため、純増は 280 社である。詳細は、Ⅴ．１．会員

の状況を参照。）。 

 

 

２．正会員の入会審査に対する対応 

 第二種金融商品取引業者の本協会への入会審査に当たっては、当該金融商品取引

業者の業務運営体制、財務内容等の確認を行うとともに、行政当局等と緊密な連携

を図った。 

特に、正会員が第二種金融商品取引業の適切な業務運営を行うためには、財務の

健全性の確保は必要不可欠な事項であり、本協会では、入会申請会社が債務超過の

状況にある場合には、経営計画、事業内容及び改善計画等の確認を行うため、会員

代表予定者を訪問し面談を実施することとした（平成 28 年３月９日理事会承認）。 

 

 

３．「賛助会員制度」の廃止 

 本協会では、平成 22年 11月の設立時から賛助会員の制度を定めているところで



14 

 

あるが、基本的には、第二種金融商品取引業者は正会員として本協会に入会するこ

とが望ましく、また、賛助会員を存置することにより正会員と誤認されるおそれが

あることは適当ではないことから、賛助会員の制度を廃止することとした。平成 28

年２月 25 日（木）に開催された臨時会員総会で、本協会の定款等の一部改正が承

認されたことから、平成 28 年４月１日付けで、賛助会員の制度を廃止することと

した。 

（注）「賛助会員」は、正会員とは異なり、本協会の自主規制に服する義務はなく、

総会議決権も付与されていない。入会金・会費が免除・軽減され、本協会から

情報提供のみを受ける会員をいう。 

 

 

４．自主規制等への取組み 

① 電子申込型電子募集取扱業務（いわゆる投資型クラウドファンディング）に対

する対応 

平成 27年５月 27日付けで、「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」を

制定し、正会員に通知を行った。 

併せて、９月３日付けで、「電子募集取扱業務に関するＱ＆Ａ」を取りまとめ、

正会員に通知を行った。 

９月 16日付けで、同規則に基づく報告様式を取りまとめ、正会員に通知を行っ

た（同規則に基づき、現在、電子申込型電子募集取扱業務に関する統計情報につ

いて、本協会のＨＰ上で公表を行っている。）。 

（http://www.t2fifa.or.jp/toukei/index.html） 

 

②  事業報告書等の提出について 

平成 27 年７月３日付けで、「事業報告書」及び「業務及び財産の状況に関する

説明書」の提出方について、正会員に通知を行った。 

 

③  モニタリング調査表の提出について 

平成 27 年７月 13 日付けで、ファンドの状況に係る「モニタリング調査表」の

提出方について、当該業務を行う正会員に通知を行った。 

 

④ 分別管理の状況調査について 

平成 27 年９月 10 日付けで、「顧客資産の分別管理の状況調査」の実施につい

て、当該業務を行う正会員に通知を行った。 

 

⑤ 個人番号の実務対応に関するＱ＆Ａの作成について 

マイナンバー制度の円滑な実施に向けて、平成 27年 10月１日付けで、「個人番

号の実務対応に関するＱ＆Ａ」を作成し、正会員に通知を行った。 

http://www.t2fifa.or.jp/toukei/index.html
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⑥ 監査基本計画・監査の実施について 

 平成 27年 11 月 10 日付けで、「平成 27 年度監査基本計画」（平成 27年 11 月６

日理事会承認）について、正会員に通知を行った。本年度は、同計画に基づき、

正会員１社に対して、監査を実施した。 

 

⑦ 自己点検報告書について 

平成 27 年 12 月 18 日付けで、「自己点検報告書」による点検の実施について、

正会員に通知を行った。 

 

⑧ 財務状況・ファンドの運用実態の把握について 

平成 28 年３月９日付けで、「正会員の財務状況及びファンドの運用実態の把握

等について」に関して、正会員に通知を行った。 

 

 

 ５．特定の正会員に対する措置 

特定の正会員における顧客資産の流用事件が発覚し、顧客保護の観点から、当該

正会員に対して顧客の出資金の運用・管理状況の把握及び顧客対応等を求める「注

意」を行った。その後、当該正会員が金融商品取引業の登録取消し処分を受け、本

協会の正会員としての会員権が消滅したことから、脱退させた（平成 27年 12月 25

日理事会承認）。 

 

 

６．研修、講演会等 

(1) 正会員向けの研修・説明会・講演会等について 

本協会では、正会員の役職員のコンプライアンス意識、正会員の内部管理態勢

などの一層の強化・充実に資するため、本協会の「第二種業内部管理統括責任者

等に関する規則」（以下「内部管理統括責任者規則」という。）で定める第二種

業内部管理統括責任者及び第二種業営業責任者・第二種業内部管理責任者に対す

る研修や、正会員に共通する課題等について研修、説明会を実施している。 

本年度は、正会員の増加及びその本支店の設置の状況等を踏まえ、以下のとお

り、東京、名古屋、大阪及び福岡の会場で研修、説明会を８コース28回実施し、

1,497社2,143名（延べ）の受講・参加があった。 

 

①  第二種業内部管理統括責任者研修（義務研修） 
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本研修は、内部管理統括責任者規則に基づき、正会員の第二種業内部管理統括

責任者が受講を義務付けられている研修（義務研修）で、本年度は、以下のとお

り、東京、名古屋、大阪及び福岡の会場で６回実施し、355社 422 名（延べ）の受

講があった。 

 平成 27年９月 18日（金）～10月１日（木）にかけて、東京・大阪・福岡の

会場で、「第二種業内部管理統括責任者に求められる役割と内部管理態勢の整

備について」というテーマで研修を実施し、３会場で、194社、209名の受講

があった。 

 平成 28年２月 26日（金）～29日（月）にかけて、東京・名古屋・大阪の会

場で、「第二種業内部管理統括責任者に求められる役割と内部管理態勢の整備

について」というテーマで研修を実施し、３会場で、161社、213名の参加が

あった。 

 

②  第二種業営業責任者・第二種業内部管理責任者研修（代替研修） 

本研修は、内部管理統括責任者規則に基づき、正会員が第二種業営業責任者及

び第二種業内部管理責任者に対して実施・受講させなければならない社内研修に

代わる研修（代替研修）で、本年度は、以下のとおり、東京、名古屋、大阪及び

福岡の会場で８回実施し、483社 791名（延べ）の受講があった。 

 平成 27 年５月 14 日（木）、東京の会場で、「第二種業営業責任者及び第二種

業内部管理責任者に求められる役割とコンプライアンスについて」というテ

ーマで研修を実施し、101社、186名の受講があった。 

 ９月 11日（金）～17日（木）にかけて、東京・大阪・福岡の会場で、「金融

商品取引法の基礎」というテーマで研修を実施し、３会場で、168社、274名

の受講があった。 

 10月 21日（水）～28日（水）にかけて、東京・大阪・福岡の会場で、「ファ

ンドの組成・勧誘・販売の法務と実務」というテーマで研修を実施し、３会

場で、136 社、216名の受講があった。 

 平成 28年２月２日（火）、東京の会場で、「ファンドの組成・勧誘・販売の法

務と実務」というテーマで研修を実施し、78社、115名の受講があった。 

 

③  その他の研修（任意研修）・説明会 
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本研修・説明会は、上記①の義務研修及び②の代替研修以外に正会員に共通す

る課題や関心が高い分野をテーマにしたもので、本年度は、以下のとおり、東京、

名古屋、大阪及び福岡の会場で 13回実施し、541社 810名（延べ）の受講・参加

があった。 

 平成 27 年４月 15 日（水）、東京の会場で、行政当局の担当官を講師として、

正会員の担当者向けに、「マイナンバー制度の概要等」というテーマで説明会

を実施し、58社、82名の参加があった。 

 ５月 14日（木）～18日（月）にかけて、東京・大阪・福岡の会場で、正会員

の担当者向けに、社内規則等の整備に関する実務研修～協会雛形の解説～」

というテーマで研修を実施し、３会場で、112社、198名の受講があった。 

 ９月４日（金）～11日（金）にかけて、東京・大阪・福岡の会場で、正会員

の担当者向けに、「不動産信託受益権取引の基礎」というテーマで研修を実施

し、３会場で、103社、172名の受講があった。 

 10月 15日（木）、東京の会場で、金融庁及び証券取引等監視委員会の担当官

を講師として、正会員の担当者向けに、「平成 26 年改正金商法の概要」、「平

成 27 年度検査基本方針と最近の指摘事例」というテーマで説明会を実施し、

113社、147 名の参加があった。 

 11月 10日（火）及び 18日（水）に、東京・名古屋の会場で、警察当局の担

当官及び弁護士を講師として、正会員の担当者向けに、「最近の暴力団情勢」、

「反社会的勢力の排除に向けた内部管理態勢の構築等について」というテー

マで研修を実施し、２会場で、73社、92名の受講があった。 

 平成 28年１月８日（金）～15日（金）にかけて、東京・名古屋・大阪の会場

で、正会員の担当者向けに、「不動産信託受益権取引の実務及び留意事項」と

いうテーマで研修を実施し、３会場で、82社、119名の受講があった。 

 

④  正会員代表者向け講演会・懇親会 

平成 28年３月 22日（火）、東京証券会館８Ｆホールにおいて、金融商品取引業

者としての経営管理のあり方及び法令等遵守の重要性などについての認識を一層

深めるとともに代表者間の親睦を図ることを目的として、正会員代表者向け講演

会・懇親会を実施した。 

講演会では、本協会の公益理事であり金融審議会会長でもある岩原紳作氏から、
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「第二種金融商品取引業者と規制」、証券取引等監視委員会事務局の藤本拓資次長

から、「金融行政方針と市場監視の課題」というそれぞれのテーマでご講演いただ

き、その後懇親会を開催した。講演会の参加は 118 社、120 名、懇親会への参加

は 87社、89名であった。 

 

(2) 研修に関するＱ＆Ａについて 

平成 27年８月 21 日（金）付けで、本協会が実施する義務研修、代替研修、その他

研修（任意研修）及び今後実施予定の研修（案）について、正会員に通知を行った。

併せて、研修に関するＱ＆Ａについても通知を行った（その後、９月 29日及び３月

９日に、それぞれ、Ｑ＆Ａ（改訂版）を通知した。）。 

 

(3)「第二種金融商品取引業 実務必携」の改訂について 

正会員及びその役職員の法令、協会規則等の理解や法令等遵守・コンプラアンス意

識の一層の向上に向けて、「第二種金融商品取引業 実務必携（第２版）」を作成し、

平成 27年 11月、正会員及び関係機関に配付した。  

 

（4）正会員とのコミュニケーションの充実 

正会員からの政策や業務に関する意見・ニーズの把握や正会員相互の意思疎通の

促進等のため、会員代表者等への個社訪問（63社）及び意見交換会を実施した。  

 

 

７． 反社会的勢力の排除に向けた取組み 

①「東京都第二種金商業警察連絡協議会」の設立 

平成 27年８月３日（月）、東京証券会館８階ホールにおいて、「東京都第二種金

商業警察連絡協議会」設立総会が開催された。当日は、157社の正会員が会員とし

て参加する中、協議会の設立手続き、会長挨拶、警視庁、関東財務局、（公財）暴

力団追放運動推進都民センター及び東京三弁護士会からのご来賓挨拶の後、組織

犯罪対策第三課長から、「最近の全国及び東京都内の暴力団情勢」というテーマで

ご講演いただいた。 

 

②  反社照会の利用状況 
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本協会は、金融商品取引から反社会的勢力を排除するため、（公財）暴力団追

放運動推進都民センター（以下「暴追都民センター」という。）

（http://boutsui-tokyo.com/）に賛助会員として入会している。これにより、

正会員は、反社会的勢力の疑いがある者についてその該当性の有無を確認するに

当たり、本協会に照会を行うことにより、間接的に暴追都民センターが保有する

データベースを活用することができることとなっている。本年度は、246件の照

会利用があった。 

 

 

８．要望等 

・ 平成 27年４月７日付けで、「金融分野における個人情報保護に関するガイドラ

イン」等の改正案に対する意見募集について、正会員向けに通知を行った。正会

員からは意見要望が提出されなかった。 

・ ５月 20日付けで、金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関する意見募

集について、正会員向けに通知を行った。正会員からは意見要望が提出されな

かった。 

・ ５月 28日付けで、犯罪収益移転防止法施行令及び施行規則の一部改正（案）に

対する意見募集について、正会員向けに通知を行った。正会員からは、意見要

望は提出されなかった。 

・ ６月 19日付けで、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」（案）等に

対する意見募集について、正会員向けに通知を行った。正会員からは、意見要

望は提出されなかった。 

・ ７月 29 日付けで、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場

合の対応について（案）」に関する意見募集について、正会員向けに通知を行っ

た。正会員からは、意見要望は提出されなかった。 

・ ８月 12 日付けで、「金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督

指針の改正案」に対する意見募集について、正会員向けに通知を行った。正会

員からは、意見要望は提出されなかった。 

・ 10月１日付けで、内閣府「『規制改革ホットライン』集中受付」における規制改

革要望の募集について、正会員向けに通知を行った。正会員からは、意見要望

は提出されなかった。 

・ 11月 25日付けで、「『平成 27年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係

る政令・内閣府令案』等に対する意見募集について、正会員に通知を行った。

正会員から、２件の意見要望が提出されたため、意見要望を提出した。 

・ 11月 26日付けで、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正

（案）に対する意見募集について、正会員向けに通知を行った。正会員からは
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意見要望は提出されなかったが、本協会から２件の意見要望を提出した。 

 

 

９．あっせん・苦情相談に関する取組み 

本協会では、正会員及び電子募集会員の行う自己募集その他の取引等に関する投

資者からの苦情の解決業務及び争いがある場合のあっせん業務について、金融分野

における裁判外紛争解決機関（金融 ADR機関）である「特定非営利活動法人証券・

金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」（注）に業務委託している。 

本年度におけるあっせん・苦情相談の処理状況は以下のとおり。 

（注）FINMACとは、Financial Instruments Mediation Assistance Center の頭文字の

略称である。FINMAC は、金商法上の自主規制機関（本協会を含めて５機関）との連

携・協力のもとに運営されている機関であり、金融庁及び法務省から認証を受けて

いる。 

 

 平成27年度 平成26年度 平成25年度 

相談 27件 ４件 ３件 

苦情 ５件 ０件 ２件 

あっせん ０件 ０件 ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．広報活動への取組み 

(1) 本協会では、第二種金融商品取引業及びファンド・不動産信託受益権等の金融

商品・取引に対する一般投資者の理解を促進し、本協会の活動などをタイムリー

に紹介するため、ホームページ上で各種情報を随時掲載し、内容の充実に努めた。 

また、本年度は、ファンド投資型クラウドファンディング業務への関心の高ま

りに伴い、平成 27年 11月 17日（火）、栃木県主催の「“とちぎクラウドファンデ

ィング”栃木県ふるさと投資推進事業研修会」において、地元の企業・金融機関

●相談 

 第二種業（自己募集その他の取引等）や個別正会員に係る事案での質問や意見。また、個別正

会員に係る事案については、当該正会員に取り次いだもの以外の事案。平成 27 年度からは、苦

情とされたものは、除かれている。 

●苦情 

 顧客が個別正会員の業務に関し、不満足の表明を行ったもののうち、当該正会員に取り次いだ

もの。平成 27 年度からは、不満足の表明を行ったもののうち、当該正会員に取り次いでいない

ものも含まれている。 

●あっせん 

 苦情のうち、正会員と顧客の間では解決に至らず、あっせん委員のあっせんにより解決を図ろ

うとするもの。 
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等に対し、協会規則等の説明を行った。 

 

(2) 平成 28年２月 17日（水）、関東財務局では、第二種金融商品取引業者を対象と

して、①第二種金融商品取引業者に対する監督行政の現状等、②証券取引等監視

委員会における検査の現状等、③第二種金融商品取引業協会の活動報告、につい

て説明会を行った。本協会からは、協会業務の内容及び今後の取組み並びに入会

案内について、説明を行った。当日は、440業者、543名の参加があった。 

（注）上記の各研修の詳細は本協会ＨＰ参照。 

（http://www.t2fifa.or.jp/event/index.html） 

 

 

１１．ふるさと投資連絡会議への対応 

内閣府地方創生推進事務局では、地域活性化に資する「ふるさと投資」（クラウド

ファンディング等の手法を用いた小口投資）の先進的な取組みの研究を通じた活用

方策の検討、普及の促進を行うため、平成 26 年 10 月 31 日、「ふるさと投資」連絡

会議が設立されている。 

同連絡会議では、本年度、３回開催し、「ふるさと投資」の手引きを取りまとめた

（設立以降では合計６回開催。）。本協会も支援団体の一部として、その活動に賛同し

運営に協力している。 

（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/furusato/kaigi/index.html） 

 

 

１２．コンプライアンス相談室等の利用状況 

 本協会では、正会員及び電子募集会員の行う自己募集その他の取引等に関して生

じるコンプライアンス上の問題や税務上の問題等について、それぞれ、「コンプライ

アンス相談室」及び「税務相談室」を設置している。本年度の利用は、それぞれ、14

社 22 件、１社１件であった。また、平成 28 年２月より、コンプライアンス相談室

の利用弁護士事務所が追加となり、合計３弁護士事務所（東京・大阪・名古屋）で対

応している。 

 

 

http://www.t2fifa.or.jp/event/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/furusato/kaigi/index.html
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Ⅳ．財務報告 

 

平成 27 年度（自平成 27 年４月１日 至平成 28 年３月 31 日）における収支状況

は、事業活動収支差額 331,762,927円、投資活動収支差額△342,266,500円で、当期

収支差額は△10,503,573円となり、次期繰越収支差額は 38,054,422円となった。な

お、投資活動収支がマイナスとなった理由は、入会金相当額 294,002,000円の別途積

立て及び基金への 20,000,000円の戻入れなどの処理を行ったことによる。 

 

【参考】 

１．平成 27年度における予算執行状況の概要 

 
予算額 決算額 

執行率 

（％） 

事業活動収入 378,985千円 448,671千円 118.39  

事業活動支出 

事業費   

 

78,400 千円 

 

56,873千円 

 

72.54  

管理費   70,686 千円 60,035千円 84.93  

事業活動収支差額 229,899千円 331,762千円 144.31 

 

２．各事業の予算執行状況（事業費の内訳） 

 
予算額 決算額 

執行率 

（％） 

調査・研究事業 

（自主規制の整備関

係、入会審査等） 

34,200 千円  

 

23,827千円  

 

69.67  

 

研修事業 

（研修、講演会実施） 

28,550 千円  25,640千円 89.81  

広報事業 

（ＨＰの保守、その他） 

15,650 千円  

 

7,403千円  

 

47.30  

 

合 計 78,400 千円  56,853千円  72.52  

 

 また、本協会の財務内容が拡大してきたことから、平成 28 年度（平成 28 年４月

１日～平成 29 年３月 31 日）からは、外部の監査法人（有限責任監査法人 トーマ

ツ）の会計監査を受けることとしている。 
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Ⅴ．資料 

 

１．会員（正会員、電子募集会員、賛助会員、後援会員）の状況（平成 27 年度末現在） 

 

（１）正会員（372社） 

正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

野村証券㈱ 取締役会長 古賀 信行 

大和証券㈱ 代表取締役会長 鈴木 茂晴 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 代表取締役社長 久保 哲也 

三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱ 取締役社長 長岡 孝 

みずほ証券㈱ 取締役社長 本山 博史 

㈱三井住友銀行 頭取兼最高執行役員 國部  毅 

㈱ジャフコ 代表取締役社長 豊貴 伸一 

極東証券㈱ 代表取締役会長 菊池 廣之 

クレディ・スイス証券㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ マーティン・キーブル 

ゴールドマン･サックス証券㈱ 代表取締役社長 持田 昌典 

ＪＰモルガン証券㈱ 代表取締役社長 李家  輝 

シティグループ証券㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ ルーク・ランデル 

ドイツ証券㈱ 代表取締役社長 桑原  良 

東海東京証券㈱ 代表取締役会長 石田 建昭 

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱ 代表取締役社長 ジョナサン・キンドレッド 

㈱みずほ銀行 取締役頭取 林  信秀 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 頭取 平野 信行 

岡藤商事㈱ 代表取締役社長 小崎 隆司 

メリルリンチ日本証券㈱ 代表取締役社長 ティモシー・ラティモア 

豊商事㈱ 代表取締役社長 安成 政文 

サン・キャピタル・マネジメント㈱ 代表取締役社長 前田 利和 

BNPパリバ証券㈱ 代表取締役社長 フィリップ・アヴリル 

日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 代表取締役社長 大口 博信 

ミュージックセキュリティーズ㈱ 代表取締役社長 小松 真実 

㈱ウィズ・パートナーズ 代表取締役ＣＥＯ 安東 俊夫 

ストームハーバー証券㈱ 代表取締役社長 渡邉 佳史 

パインブリッジ・インベストメンツ㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 杉浦 和也 

ＵＢＳ証券㈱ 代表取締役会長 大森  進 

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 代表取締役社長 賣間 正人 

㈱別大興産 代表取締役 伊勢戸 英世 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

東岳証券㈱ 代表取締役社長 犬嶋  隆 

ウエルインベストメント㈱ 代表取締役社長 瀧口  匡 

㈱ドーガン 代表取締役 森  大介 

セブンシーズアドバイザーズ㈱ 代表取締役 米倉  稔 

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 代表取締役 康   祥修 

ＳＢＩソーシャルレンディング㈱ 代表取締役 織田 貴行 

大和ハウス工業㈱ 代表取締役社長 大野 直竹 

㈱デジサーチアンドアドバタイジング 代表取締役 黒越 誠治 

ヒューリックビルド㈱ 代表取締役社長 千葉 雅彦 

㈱ミナトマネジメント 代表取締役 倉本 達人 

モニュメント・グループ・リミテッド・パート

ナーシップ 

日本における代表者 山本 冬城 

㈱地域経済活性化支援機構 代表取締役 瀬谷 俊雄 

㈱エフ・アール・シー・ジャパン 代表取締役社長 清水 美溥 

東急リバブル㈱ 代表取締役社長 榊  真二 

ナティクシス日本証券㈱ 代表取締役社長 ローラン・デュプス 

新生証券㈱ 代表取締役社長 多良 尚浩 

アジア･パシフィック･ランド・(ジャパン)・リ

ミテッド 

日本における代表者 林  泰宏 

㈱スマートエナジー 代表取締役 大串 卓矢 

㈱エバーグリーン・セキュリティーズ 代表取締役 井筒 雅博 

ＡＩＰヘルスケアジャパン合同会社 代表社員職務執行者 エイ・バリー・ハーシュフ

ェルド・ジュニア 

ＭＣＰアセット・マネジメント㈱ 代表取締役 玉木  滋 

CLSA Capital Partners Japan㈱ 代表取締役 リチャード・ピービス 

東京センチュリーリース㈱ 代表取締役社長 浅田 俊一 

ニューバーガー・バーマン㈱ 代表取締役社長 大平  亮 

㈱福岡キャピタルパートナーズ 代表取締役 山川 正翁 

三井住友アセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 横山 邦男 

三菱地所リアルエステートサービス㈱ 代表取締役 伊藤 裕慶 

矢野新ホールディングスグループ矢野新商事㈱ 代表取締役 矢野  仁 

㈱Ｍ2・インベストメント・アドバイザリー 代表取締役 渡邊  悟 

野畑証券㈱ 代表取締役社長 野畑 響平 

㈱アヴァルセック 代表取締役 有田 明浩 

㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長 ＣＥＯ 田中 秀夫 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

CFM Asia ㈱ 代表取締役社長 スティーブン・ジョン・シ

ェパード 

㈱資産科学研究所 代表取締役 牧野 孝彦 

スターリングパートナーズ合同会社 代表社員 松崎 任男 

㈱ビケンテクノ 代表取締役社長 梶山 龍誠 

ＳＭＢＣフレンド証券㈱ 代表取締役社長 團野 耕一 

㈱マーキュリアインベストメント 代表取締役 豊島 俊弘 

㈱エコスタイル 代表取締役社長 木下 公貴 

スター・マイカ㈱ 代表取締役社長 秋澤 昭一 

スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント㈱ 代表取締役社長 諌山 哲史 

スパークス・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 阿部 修平 

㈱荘苑 代表取締役 荒川 裕子 

㈱竹中工務店 代表取締役 執行役員社長 宮下 正裕 

三井不動産リアルティ㈱ 代表取締役社長 山代 裕彦 

ポラリス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長 木村 雄治 

㈱Ｓ.Ｏ.Ｗ.フィナンシャルイノベーション 代表取締役社長 芝垣 知明 

ウェルズ・ファーゴ証券㈱ 代表取締役社長 黄田 立文 

エー・アイ・キャピタル㈱ 代表取締役社長 平尾 泰文 

芙蓉総合リース㈱ 代表取締役社長 佐藤  隆 

㈱ＡｃｔｉｖｅＢｏｘ 代表取締役 水田 崇史 

徳島合同証券㈱ 代表取締役社長 泊  健一 

野村バブコックアンドブラウン㈱ 代表取締役社長 佐藤 公平 

東洋プロパティ㈱ 代表取締役社長 今﨑 恭生 

東京キャピタルマネジメント㈱ 代表取締役社長 安藤 壽朗 

安田不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長 栗原  徹 

ＤＢＪアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 髙橋  優 

相互住宅㈱ 代表取締役社長 杉山  彰 

アール・ビー・エス･セキュリティーズ･ジャパ

ン･リミテッド(証券)（東京支店） 

日本における代表者 取締

役社長 

山本 健児 

アクサ・インベストメント・マネージャーズ㈱ 代表取締役社長 フランシスコ・アーシラ・

ボラーズ 

アクサ･リアル･エステート･インベストメント･

マネジャーズ･ジャパン㈱ 

代表取締役 山中 史郎 

アストマックス投信投資顧問㈱ 代表取締役 本多 弘明 

㈱アセット・クリエイト 代表取締役 上杉多美子 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

アセットコンサル㈱ 代表取締役 遠山 直樹 

アダムズ・ストリート・パートナーズ・ジャパ

ン合同会社 

職務執行者 笠井 隆司 

アライアンス･バーンスタイン㈱ 代表取締役社長 山本誠一郎 

㈱アルディア 代表取締役 堀内 邦光 

池田泉州投資顧問㈱ 代表取締役社長 片山 憲昭 

㈱井門ホームズ 代表取締役 井門 達人 

㈱オー・ディー・ビー 代表取締役 岡村 健司 

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・ア

ジア・ビー・ヴィ（東京支店） 

日本における代表者 アントワンヌ・スィルジ 

グローバルプロパティ・アセットマネジメント

㈱ 

代表取締役 寺田 恭一 

グローバルリンクアドバイザーズ㈱ 代表取締役 戸松 信博 

興銀リース㈱ 代表取締役社長 大西  節 

ゴールドマン･サックス・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 桐谷 重毅 

ゴールドマン･サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 代表取締役 杉本  健 

サヴィルズ･アセット・アドバイザリー㈱ 代表取締役 稲津 俊彦 

サヴィルズ･ジャパン㈱ 代表取締役 クリスチャン・フランシ

ス・マンシーニ 

㈱サラリサーチ 代表取締役 青田 俊一 

シービーアールイー㈱ 代表取締役 ベンジャミン・マーク・ダ

ンカン 

㈱ジェイ・エス・プラス 代表取締役 神津 大介 

㈱ジャパン・アセット・アドバイザーズ 代表取締役 南  一弘 

セイリュウ・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役 吉田 琢磨 

大和リアル･エステート･アセット･マネジメント㈱ 代表取締役社長 山内  章 

㈱長友 代表取締役社長 川田 耕治 

㈱トイランド 代表取締役 柳井 龍彦 

東急アセットマネジメント㈱ 代表取締役 執行役員社長 則岡 克明 

堂島実業㈱ 代表取締役 尾久土 治 

日本アジア・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 熊谷 明彦 

日本住宅流通㈱ 代表取締役 藤田  実 

ニューブレイン㈱ 代表取締役 小林 辰雄 

パートナーズ・グループ・エイ・ジー 共同最高経営責任者 クリストフ･ルベリ 

バブソン・キャピタル･マネジメント㈱ 代表取締役社長 植田 芳昭 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

BNPパリバインベストメント･パートナーズ㈱ 代表取締役社長 島崎 亮平 

ＢＭＳ㈱ 代表取締役 若園  隆 

ＢＭＳアセットマネジメント㈱ 代表取締役 橘  延治 

フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ㈱ 代表取締役社長 小口 龍也 

プルスウルトラインベストメント㈱ 代表取締役 李  暎俊 

プレジアン証券㈱ 代表取締役 奥野 輝久 

三菱ＵＦＪリース㈱ 代表取締役社長 白石  正 

むさし証券㈱ 取締役社長 小髙富士夫 

㈱ライジングトラスト 代表取締役 鈴木 一隆 

㈱ウインレーシングクラブ 代表取締役 岡田亜希子 

㈱キャロットクラブ 代表取締役会長 手嶋 龍一 

㈱グリーンファーム愛馬会 代表取締役 河野 二郎 

㈱ゴールドホースクラブ 代表取締役 金森圭史朗 

㈱サラブレッドクラブライオン 代表取締役 田畑 利彦 

㈲サンデーサラブレッドクラブ 代表取締役 吉田 勝己 

㈱Ｇ1 サラブレッドクラブ 代表取締役 吉田 晴哉 

㈲社台サラブレッドクラブ 代表取締役 吉田 照哉 

㈲シルク・ホースクラブ 代表取締役 阿部 幸也 

㈱大樹レーシングクラブ 代表取締役 荻野 史子 

㈱ターファイトクラブ 代表取締役 中島 雅春 

㈱東京サラブレッドクラブ 代表取締役 西川  哲 

㈱ノルマンディーオーナーズクラブ 代表取締役 岡田 壮史 

広尾サラブレッド倶楽部㈱ 代表取締役 米山 尚輝 

㈱ブルーインベスターズ 代表取締役 福井 雅仁 

㈱友駿ホースクラブ愛馬会 代表取締役 塩入 満洋 

㈱ユニオンオーナーズクラブ 代表取締役 藤原 悟郎 

㈲ラフィアンターフマンクラブ 代表取締役 岡田ゆりか 

㈱ロードサラブレッドオーナーズ 代表取締役 中村 祐子 

㈱ローレルクラブ 代表取締役 松浦 快之 

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ㈱ 代表取締役 帖佐 義之 

㈱許斐 代表取締役 許斐 勝夫 

㈱サムトラスト 代表取締役 岩城  徹 

三光ソフラン㈱ 代表取締役 小林 光司 

㈱東拓企画 代表取締役 関  陽子 

㈱トレック 代表取締役 鈴木 和芳 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

㈱テラ・リアル・インベスト 代表取締役 寺尾 壽晃 

ヒルトップ・キャピタル㈱ 代表取締役 小原 孝夫 

ファーストピーエム㈱ 代表取締役 土屋 勝彦 

プロファウンド･インベストメント･マネジメント㈱ 代表取締役 水川 滋夫 

㈱ホットハウス 代表取締役 日下  敦 

㈱アスリート 代表取締役 藤田 敏和 

㈱アセットリード 代表取締役社長 北田  理 

㈱エスコンアセットマネジメント 代表取締役 中村 俊一 

㈱FIP パートナーズ 代表取締役社長 内田 久義 

あすかアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 平尾 俊裕 

アセットプランニング㈱ 代表取締役 遠藤 広光 

㈱ＩＣＨＩ 代表取締役 市川  繁 

インベスコ・グローバル・リアルエステート・

アジアパシフィック・インク 

日本における代表者 辻  泰幸 

インリックス㈱ 代表取締役 伊東  広 

ＮＴＴファイナンス㈱ 代表取締役社長 前田 幸一 

エヌ・ファミリー㈱ 代表取締役 中川 和之 

㈲オイカワ 代表取締役 笈川 孝経 

㈱グローバルアイ 代表取締役 森田 恭太 

㈱GCM 代表取締役 塚尾 忠史 

ＪＡ三井リース㈱ 代表取締役社長執行役員 髙橋 則広 

JP モルガン・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長兼クライア

ント・ビジネス本部長 

大越 昇一 

JP リースプロダクツ＆サービシイズ㈱ 代表取締役社長 石川 禎二 

一般社団法人生活サポート基金 代表理事 藤田 愛子 

大栄不動産㈱ 代表取締役 石村  等 

㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ 代表取締役 粕谷 英行 

㈱パート・エー 代表取締役 山嶋 政司 

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン㈱ 代表取締役社長 小柴 正浩 

ユニゾン・キャピタル㈱ 代表取締役 江原 伸好 

㈱ラポールエステート 代表取締役 中本 高夫 

リシェス・マネジメント㈱ 代表取締役 千野 和俊 

東京海上アセットマネジメント㈱ 取締役社長 大場 昭義 

グランド・ウィン・パートナーズ㈱ 代表取締役 宮﨑 康裕 

IFM インベスターズ・ジャパン・ピーティーワ 在日代表兼取締役 正田 雄二 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

イ・リミテッド 

㈱アセットレボリューション 代表取締役社長 林  慎一 

㈱アプレスト 代表取締役 川崎 竜輔 

㈱ＳＢＩ証券 代表取締役社長 髙村 正人 

岡三証券㈱ 代表取締役社長 新堂 弘幸 

グリーンオーク・インベストメント・マネジメ

ント㈱ 

代表取締役 シュミット・フレデリッ

ク・カツロ 

グローバル インベストメント マネジメント㈱ 代表取締役 千野 和俊 

㈱ケン・コーポレーション 代表取締役社長 佐藤  繁 

ジョーンズラングラサール㈱ 代表取締役 河西 利信 

ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ ノー

ス パシフィック リミテッド（東京支店） 

代表取締役社長 ギョーム・ビュアチェル 

ティ・ティ・エフ㈱ 代表取締役 森  太良 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイ

ザリー合同会社 

代表執行役社長 新田 正実 

㈱ハリファックス･アソシエイツ 代表取締役 リチャード・ヴァン・ロー

イ 

㈱ビーアイク 代表取締役 山田 晴夫 

マップ投資開発㈱ 代表取締役 網野 茂樹 

㈱モール・エスシー開発 代表取締役 近藤 悦啓 

ラサール不動産投資顧問㈱ 代表取締役 中嶋 康雄 

㈱ウィナーズ・サポート 代表取締役 武田  勉 

㈱エスアイ・アセットサービス 代表取締役 小野 祥吾 

ＳＧリアルティ㈱ 代表取締役 野村 真司 

エステック不動産投資顧問㈱ 代表取締役 武部  勝 

㈱ＦＰＧ 代表取締役 谷村 尚永 

㈱ＬＢＩ 代表取締役 篠原 秀貴 

価値開発㈱ 代表取締役社長 高倉  茂 

㈱国際投資研究所 代表取締役社長 黒岩 昭仁 

㈱シーブイシービジネス 代表取締役社長 三谷  力 

積水ハウス㈱ 代表取締役社長兼 COO 阿部 俊則 

㈱ソフィア 代表取締役 上村 茂徳 

㈱トラストファイナンス 代表取締役 松本 卓也 

トランスパシフィック・グループ・エルエルシー 最高経営責任者 マーク・イー・メイソン 

㈱ニューシティコンサルツ 代表取締役 塩垣久美子 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

野村不動産アーバンネット㈱ 取締役社長（代表取締役） 宮島 青史 

㈱ハーキュリーズ・リアルティ 代表取締役 笹尾 荘吾 

㈱長谷工コーポレーション 代表取締役 辻  範明 

福岡地所Ｒ＆Ｉ㈱ 代表取締役 藤村 秀雄 

㈱フクダ不動産 代表取締役 福田 文彦 

㈱ブロードエッジ･アドバイザーズ 代表取締役 丸岡 栄之 

㈱プロスペクト・エナジー・マネジメント 代表取締役 依田  康 

Mercury Cａｐｉｔａｌ Advisors Asia，

LLC 

日本における代表者 田中 洋子 

三井住友ファイナンス＆リース㈱ 代表取締役社長 川村 嘉則 

山口ソーシャルファイナンス㈱ 代表取締役 木村 俊之 

㈱アーケイディア・グループ 代表取締役 筧  悦生 

アジリティー・アセット・アドバイザーズ㈱ 代表取締役会長 余語 鴻輔 

㈱五大トラスト 代表取締役 山口 正雄 

㈱イデラキャピタルマネジメント 代表取締役社長 今井 夏生 

㈱ウインコーポレーション 代表取締役 澤本 勝吉 

ＳＰ＆Ｗ㈱ 代表取締役社長 三井 恵介 

おひさま自然エネルギー㈱ 代表取締役 平沼 辰雄 

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド㈱ 代表取締役社長 タッド・オルソン 

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・

アセットマネジメント㈱ 

代表取締役 田中 義幸 

クラウドクレジット㈱ 代表取締役 杉山 智行 

㈱グローバルリアルティ 代表取締役 神田 治明 

Cornerstone Real Estate Advisers Japan㈱ 代表取締役 ケリー・シー・ヘイズ 

昭和リース㈱ 代表取締役社長 土屋 明正 

スタイル・リンク㈱ 代表取締役 間所 暁彦 

大和企業投資㈱ 代表取締役社長 川﨑 憲一 

㈱チヨダイーエヌワイ 代表取締役 藤井 雅章 

㈱ＴＯＴＡＬ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ 代表取締役 脇田 克廣 

㈱トキワアセットコンサルティング 代表取締役 鈴木 広典 

日本アセットアドバンス㈱ 代表取締役社長 渕上 正一 

㈱日本リート 代表取締役社長 松島 敬尚 

ハウジングサービス㈱ 代表取締役社長 堤  一郎 

Hamilton Lane Japan 合同会社 職務執行者兼日本代表／デ

ィレクター 

北尾 智子 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

ひびきフィナンシャルアドバイザー㈱ 代表取締役社長 井上 智治 

㈱ファンドクリエーション 代表取締役 田島 克洋 

㈱フープパートナーズ 代表取締役 平山 敏幸 

ブラックストーン・グループ・ジャパン㈱ 代表取締役 橘田 大輔 

㈱ブルー・スカイ・アソシエイツ 代表取締役 金子 岳人 

プロビタス・ファンズ・グループ・エルエルシ

ー 

マネージング・ディレクタ

ー（パートナー） 最高法

令遵守責任者 

グレッグ・ハウスラー 

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱ 代表取締役 竹内 伸行 

㈱三福 代表取締役 藤原 裕一 

楽天証券㈱ 代表取締役社長 楠  雄治 

リニューアブル・ジャパン㈱ 代表取締役 眞邉 勝仁 

ワールドアプレイザルジャパン㈱ 代表取締役 山本  誠 

アライアンスコミュニケーション㈱ 代表取締役 溝口昭太郎 

一光アセットパートナーズ㈱ 代表取締役 近藤 里佳 

㈱ ウイーズ･インターナショナル 代表取締役社長 髙橋 紀之 

ASAアセットマネジメント㈱ 代表取締役 飯田 浩令 

ＨＪアセット・マネージメント㈱ 代表取締役 ジョセフ・リグビー 

㈱エクスチェンジコーポレーション 代表取締役社長 カマー・ラッセル・フラン

ク 

オークラヤ不動産㈱ 代表取締役 駒  信之 

㈱クロスポイント・アドバイザーズ 代表取締役 桂木 明夫 

公共投資顧問㈱ 代表取締役 三田 剛正 

㈱三徳動産 代表取締役 小達 德子 

GI キャピタル・マネジメント㈱ 代表取締役 李  彰浩 

東雲アドバイザーズ㈱ 代表取締役 星野 大記 

ハーバーベスト・パートナーズ・ジャパン㈱ 代表取締役 ジョージ・アール・アンソ

ン 

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン㈱ 代表取締役社長 岸本 志津 

maneo マーケット㈱ 代表取締役 瀧本 憲治 

モルガン･スタンレー・キャピタル㈱ 代表取締役 板東  徹 

㈱山田エスクロー信託 代表取締役 篠笛 弘一 

ラッキーバンク・インベストメント㈱ 代表取締役社長 田中 翔平 

アーク東短オルタナティブ㈱ 代表取締役社長 棚橋 俊介 

㈱ＯＶＡＬアセットマネジメント 代表取締役 佐生 典英 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

小田急不動産㈱ 代表取締役 雪竹 正英 

グリーンヒル・ジャパン㈱ 代表取締役会長 堀田 健介 

㈱Ｋ-ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮ

ＡＧＥＭＥＮＴ 

代表取締役 加藤 友康 

㈱ＫＧキャピタル 代表取締役 田中慎一郎 

サステナジー㈱ 代表取締役 山口 勝洋 

CMIリアルティ・マネジメント㈱ 代表取締役 齋藤 真司 

住友不動産販売㈱ 代表取締役 田中 俊和 

積和不動産㈱ 代表取締役社長 浅野光太郎 

総合地所㈱ 代表取締役 関岡桂二郎 

総合地所投資顧問㈱ 代表取締役 野元 博司 

ソラーレホテルズアンドリゾーツ㈱ 代表取締役 氏家顕太郎 

バークレイズ証券㈱ 代表取締役社長 中居 英治 

㈱ハウジングギャラリー 代表取締役 河井 大亮 

㈱長谷工ライブネット 代表取締役 木下  寛 

㈱ファインキューブ 代表取締役 本多普佐志 

ブラックロック・ジャパン㈱ 代表取締役会長 井澤 𠮷幸 

プロパティパートナーズ㈱ 代表取締役 各務美樹範 

山田建設㈱ 代表取締役 山田  照 

㈱リッチロード 代表取締役 德田 里枝 

㈱リムズ 代表取締役社長 磯部 昌史 

ユニゾ不動産㈱ 代表取締役社長 小崎 哲資 

あおぞら証券㈱ 代表取締役社長 神埜 裕之 

㈱アスコット 代表取締役社長 加賀谷愼二 

ウエストパートナーズ㈱ 代表取締役 信田 光晴 

おひさまエネルギーファンド㈱ 代表取締役 原  亮弘 

ジー・インベストメント・コンサルティング㈱ 代表取締役 白石  明 

㈱ジェイ・ウィル・アドバンス 代表取締役社長 新名 孝至 

㈱ジェイ・ウィル・東短投資顧問 代表取締役社長 鳥海 恭生 

㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ 代表取締役社長 佐藤 雅典 

シマダハウス㈱ 代表取締役 島田 成年 

竹松証券㈱ 代表取締役社長 竹松 俊一 

中央建託㈱ 代表取締役 伊神 信行 

㈱デューデリ＆ディール 代表取締役 山本 高広 

㈱トータルエステート 代表取締役 森川 幸二 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

東海東京アセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 小原 賢三 

東京ベンチャーギア㈱ 代表取締役 畑  直志 

トレイダーズ証券㈱ 代表取締役 金丸  勲 

㈱ＢＳプロパティマネジメント 代表取締役 小林 良平 

ヒューリック㈱ 代表取締役社長 西浦 三郎 

㈱ミヨシアセットマネジメント 代表取締役 笠  清太 

㈱三好不動産 代表取締役社長 三好  修 

㈱名南財産コンサルタンツ 代表取締役 松田 英雄 

㈱リオ・アセットマネジメント 代表取締役 倉橋 良介 

あい証券㈱ 代表取締役社長 加藤 丈典 

㈱ＥＤＭ 代表取締役 佐藤 裕紀 

㈱ＦＥインベスト 代表取締役社長 棚原慎太郎 

キャピタル・ダイナミックス㈱ 代表取締役社長 小林 和成 

三和エステート㈱ 代表取締役 石井 和俊 

スターツコーポレートサービス㈱ 代表取締役 佐々木和弘 

第一管財㈱ 代表取締役 矢野 直紀 

ダイナスティ・ホールディング・インターナシ

ョナル・リミテッド 

日本における代表者 戸田 勤哉 

㈱Ｄ・Ｒ・Ｍ 代表取締役 住谷 英一 

㈱ピーアンドディコンサルティング 代表取締役 溝口 隆朗 

㈱ビーロット 代表取締役社長 宮内  誠 

菱晃開発㈱ 代表取締役 久保田智之 

㈱ロジコム 代表取締役 本荘 良一 

ＥＹリアルエステートアドバイザーズ㈱ 代表取締役 谷本 真一 

イトーピア・アセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 名村 真人 

㈱エバーグローリー・ジャパン 代表取締役 田中  力 

㈱クールトラスト 代表取締役社長 水野裕太郎 

㈱サンヨーホーム 代表取締役 山川  洋 

ＭＵＬプロパティ㈱ 代表取締役社長 葛谷 悦敏 

㈱日本資産総研コンサルタント 代表取締役 伊藤 文人 

㈱プレミアム倶楽部 代表取締役 斉藤 寿幸 

㈱リファイン 代表取締役 若山 眞弘 

㈱えん 代表取締役 原田  透 

㈱島半 代表取締役 鈴木子守氏 

新日鉄興和不動産㈱ 代表取締役社長 永井 幹人 
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正会員名 役職名 代表者 

（又は代表者代理人） 

㈱大京穴吹不動産 代表取締役 海瀬 和彦 

㈱大和不動産アドバイザリーサービス 代表取締役社長 熊田  豊 

ＴＳＭアセットマネジメント㈱ 代表取締役 西岡 康夫 

㈱Ｓ.Ｏ.Ｗ.アセットマネジメント 代表取締役 上林  肇 

エスシージェイジャパン㈱ 代表取締役 池田 茂樹 

㈱ＬＣパートナーズ 代表取締役 小山  努 

オークツリー･ジャパン合同会社 職務執行者兼マネージン

グ・ディレクター 

クロダ・トシヤ・ジャスティン 

東銀リース㈱ 代表取締役 佐藤  潤 

㈱ミッドランズ 代表取締役 角張 敏郎 

リアルエステートジャパン㈱ 代表取締役社長 渡野 友和 

レジデンス・ビルディングマネジメント㈱ 代表取締役社長 髙橋 良信 

㈱ＡＺ不動産 代表取締役 片岡 貴人 

㈱Ｈ＆Ｍ 代表取締役社長 松尾 治樹 

㈱清和クリエイト 代表取締役社長 井野誠一郎 

双日商業開発㈱ 代表取締役社長 河野 宏毅 

中央不動産㈱ 代表取締役社長 矢野 正敏 

㈱長谷工リアルエステート 代表取締役社長 中田 秀樹 

パワーエステート㈱ 代表取締役 遠岳 一平 

㈱ヤマギワ不動産販売 代表取締役 山極 浩二 

㈱アセット･インベストメント･パートナー 代表取締役 瀧本 太平 

ＳＢＩマネープラザ㈱ 代表取締役 太田 智彦 

㈱オー・エイチ・アイ 代表取締役 井川 英治 

㈱大濠地所 代表取締役 小島 良和 

関電不動産開発㈱ 代表取締役社長 中森 朝明 

㈱クラウドファンディング 代表取締役社長 伊東  修 

㈱シティライフプロパティーズ 代表取締役 石橋 秀雄 

㈱ゼック 代表取締役 柳川 勇夫 

匠投信投資顧問㈱ 代表取締役 矢野 英明 

※電子募集会員の入会はまだない。 

 

 

（２）賛助会員（２社） 

賛助会員名 役  名 代表者 

平 和 不 動 産 ㈱  代表取締役社長 岩 熊  博 之 
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青山リアルティー・アドバイザーズ㈱ 代 表 取 締 役 新 家  玄 千 

 

 

（３）後援会員（７団体） 

後援会員名 役  名 代表者 

日 本 証 券 業 協 会  会 長 稲 野  和 利 

一般社団法人日本投資顧問業協会 会 長 岩 間  陽 一 郎  

一般社団法人投資信託協会 会 長 白 川  真   

一般社団法人金融先物取引業協会 会 長 林    信 秀 

一 般 社 団 法 人 不 動 産 協 会 理 事 長 木 村  惠 司 

一般社団法人不動産証券化協会 会 長 岩 沙  弘 道 

一般社団法人不動産流通経営協会 理 事 長 田 中  俊 和 
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２．役員の状況（平成 27年度末現在） 

 

公益理事・会長 稲 野 和 利 （ 日 本 証 券 業 協 会 会 長 ） 非 常 勤 

       

正会員理事 飯 盛 徹 夫 （ み ず ほ 銀 行 常 務 執 行 役 員 ） 非 常 勤 

〃 石 田 建 昭 （ 東 海 東 京 証 券 
代表取締役会長 

最高経営責任者 
） 非 常 勤 

〃 伊 藤 裕 慶 （ 三菱地所リアルエステートサービス 取 締 役 社 長 ） 非 常 勤 

〃 古 賀 信 行 （ 野 村 証 券 取 締 役 会 長 ） 非 常 勤 

〃 小 松 真 実 （ ミュージックセキュリティーズ 代 表 取 締 役 社 長 ） 非 常 勤 

〃 鈴 木 茂 晴 （ 大 和 証 券 代 表 取 締 役 会 長 ） 非 常 勤 

〃 フィリップ アヴリル  （ Ｂ Ｎ Ｐ パ リ バ 証 券 代 表 取 締 役 社 長 ） 非 常 勤 

〃 豊 貴 伸 一 （ ジ ャ フ コ 取 締 役 社 長 ） 非 常 勤 

〃 本 山 博 史 （ み ず ほ 証 券 取 締 役 社 長 ） 非 常 勤 

       

公 益 理 事 岩 原 紳 作 （ 早 稲 田 大 学 大 学 院 教 授 ） 非 常 勤 

       

専 務 理 事 若 松 宗 継     常 勤 

常 務 理 事 小 柳 雅 彦     常 勤 

       

正会員監事 岩 木 川 雅 司 （ Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 代 表 取 締 役 副 社 長 ） 非 常 勤 

〃 豊 泉 俊 郎 （ 三 菱 U F J モ ルガン ・ス タンレ ー証 券 副 会 長 ） 非 常 勤 

（敬称略 15名） 
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３．政策委員会（平成 27年度末現在） 

委 員 長 田 邨 弘 樹 （ 野 村 證 券 株 式 会 社 経 営 役 ） 

副委員長 古 賀 慎 二 （ 株 式 会 社 ジ ャ フ コ 管理部管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ ） 

      

委  員 赤 井 厚 雄 （ ミュージックセキュリティーズ株式会社  取 締 役 ） 

〃 岩 田 敬一郎 （ ゴールドマン・サックス証券株式会社 ヴァイス・プレジデント ） 

〃 江野澤   猛 （ 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 金融商品管理部部長 ） 

〃 多々良 孝 之 （ 豊 商 事 株 式 会 社 専 務 取 締 役 ） 

〃 東 崎 賢 治 （ 長島･大野･常松法律事務所 弁 護 士 ） 

〃 中 村 哲 也 （ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社  コンプライアンス統括部長  ） 

〃 日 置 貴 史 （ 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 
証券・信託連携推進部 

証券連携企画推進チーム参事役 
） 

〃 藤 田   満 （ 大 和 証 券 株 式 会 社 参 与 ） 

〃 村 上 英 志 （ み ず ほ 証 券 株 式 会 社 ﾎｰﾙｾｰﾙ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部副部長 ） 

〃 山 内 公 明 （ 日 本 証 券 業 協 会 執 行 役 ） 

〃 湯 浅 広 高 （ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 経 営 企 画 部 副 部 長 ） 

（敬称略 13名） 
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４．正会員の入会・脱退の状況 

 

（１）正会員の入会（291社） 

年月日 正会員名 

平成 27年４月１

日 

（45社） 

アーツ証券㈱、アール・ビー・エス・セキュリティーズ・ジャパン・リミテ

ッド（証券）（東京支店）、アクサ・インベストメント・マネージャーズ㈱、

アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン

㈱、アストマックス投信投資顧問㈱、㈱アセット・クリエイト、アセットコ

ンサル㈱、アダムズ・ストリート・パートナーズ・ジャパン合同会社、アラ

イアンス・バーンスタイン㈱、㈱アルディア、池田泉州投資顧問㈱、㈱井門

ホームズ、㈱オー・ディー・ビー、クレディ・アグリコル・セキュリティー

ズﾞ・アジア・ビー･ヴィ（東京支店）、グローバルプロパティ・アセットマネ

ジメント㈱、グローバルリンクアドバイザーズ㈱、ゴールドマン・サックス・

アセット・マネジメント㈱、ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパ

ン㈲、興銀リース㈱、サヴィルズ・アセット・アドバイザリー㈱、サヴィル

ズ・ジャパン㈱、㈱サラリサーチ、シービーアールイー㈱、㈱ジェイ・エス・

プラス、㈱ジャパン・アセット・アドバイザーズ、セイリュウ・アセット・

マネジメント㈱、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱、㈱ 

長友、㈱トイランド、東急アセットマネジメント㈱、堂島実業㈱、日本アジ

ア・アセット・マネジメント㈱、日本住宅流通㈱、ニューブレイン㈱、パー

トナーズ・グループ・エイ・ジー、バブソン・キャピタル㈱、BNPパリバイン

ベストメント・パートナーズ㈱、ＢＭＳ㈱、ＢＭＳアセットマネジメント㈱、

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱、プルスウルトラインベ

ストメント㈱、プレジアン証券㈱、三菱ＵＦＪリース㈱、むさし証券㈱、㈱

ライジングトラスト 

４月 14日（20

社） 

㈱ウインレーシングクラブ、㈱キャロットクラブ、㈱グリーンファーム愛馬

会、㈱ゴールドホースクラブ、㈱サラブレッドクラブセゾン、㈲サンデーサ

ラブレッドクラブ、㈱Ｇ1サラブレッドクラブ、㈲社台サラブレッドクラブ、

㈲シルク・ホースクラブ、㈱大樹レーシングクラブ、㈱ターファイトクラブ、

㈱東京サラブレッドクラブ、㈱ノルマンディーオーナーズクラブ、広尾サラ

ブレッド倶楽部㈱、㈱ブルーインベスターズ、㈱友駿ホースクラブ愛馬会、

㈱ユニオンオーナーズクラブ、㈲ラフィアンターフマンクラブ、㈱ロードサ

ラブレッドオーナーズ、㈱ローレルクラブ 

４月 17日（11

社） 

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ㈱、㈱許斐、㈱サムトラスト、

三光ソフラン㈱、㈱東拓企画、㈱トレック、㈱テラ・リアル・インベスト、

ヒルトップ・キャピタル㈱、ファーストピーエム㈱、プロファウンド･インベ

ストメント･マネジメント㈱、㈱ホットハウス 
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年月日 正会員名 

４月 20日（6社） ㈱アスリート、㈱アセットリード、㈱エスコンアセットマネジメント、㈱Ｆ

ＩＰパートナーズ、スプレマシーアセットパートナーズ㈱、㈱総合医療サー

ビス 

５月１日（21社） あすかアセットマネジメント㈱、アセットプランニング㈱、㈱ＩＣＨＩ、イ

ンベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク、

インリックス㈱、ＮＴＴファイナンス㈱、エヌ・ファミリー㈱、㈲オイカワ、

㈱グローバルアイ、㈱GCM、ＪＡ三井リース㈱、JPモルガン・アセット・マネ

ジメント㈱、JPリースプロダクツ＆サービシイズ㈱、一般社団法人生活サポ

ート基金、大栄不動産㈱、㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ、㈱パート・エー、

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン㈱、ユニゾン・キャピタル㈱、㈱

ラポールエステート、リシェス・マネジメント㈱ 

５月 18日（１

社） 

東京海上アセットマネジメント㈱ 

５月 28日（１

社） 

グランド・ウィン・パートナーズ㈱ 

５月 29日（19

社） 

FM インベスターズ・ジャパン・ピーティーワイ・リミテッド、㈱アセットレ

ボリューション、㈱アプレスト、㈱ＳＢＩ証券、ＳＢＩライフリビング㈱、

岡三証券㈱、グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱、グロー

バル インベストメント マネジメント㈱、㈱ケン・コーポレーション、ジョ

ーンズラングラサール㈱、ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ ノース 

パシフィック リミテッド（東京支店）、ティ・ティ・エフ㈱、デロイト トー

マツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、㈱ハリファックス･アセッ

トマネージメント、㈱ハリファックス･アソシエイツ、㈱ビーアイク、マップ

投資開発㈱、㈱モール・エスシー開発、ラサール不動産投資顧問㈱ 

６月１日（24社） ㈱ウィナーズ・サポート、㈱エスアイ・アセットサービス、ＳＧリアルティ

㈱、エステック不動産投資顧問㈱、㈱ＦＰＧ、㈱ＬＢＩ、価値開発㈱、㈱国

際投資研究所、㈱シーブイシービジネス、積水ハウス㈱、㈱ソフィア、㈱ト

ラストファイナンス、トランスパシフィック・グループ・エルエルシー、㈱

ニューシティコンサルツ、野村不動産アーバンネット㈱、㈱ハーキュリーズ・

リアルティ、㈱長谷工コーポレーション、福岡地所Ｒ＆Ｉ㈱、㈱フクダ不動

産、㈱ﾌﾞﾛｰﾄﾞｴｯｼﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ、㈱プロスペクト・エナジー・マネジメント、

Mercury Capital Advisors Asia, LLC、三井住友ファイナンス＆リース

㈱、山口ソーシャルファイナンス㈱ 
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年月日 正会員名 

７月１日（34社） ㈱アーケイディア・グループ、アジリティー・アセット・アドバイザーズ㈱、

㈱五大トラスト、㈱イデラキャピタルマネジメント、㈱ウインコーポレーシ

ョン、ＳＰ＆Ｗ㈱、おひさま自然エネルギー㈱、クッシュマン・アンド・ウ

ェイクフィールド㈱、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセッ

トマネジメント㈱、クラウドクレジット㈱、㈱グローバルリアルティ、

Cornerstone Real Estate Advisers Japan㈱、昭和リース㈱、スタイル・リ

ンク㈱、大和企業投資㈱、㈱チヨダイーエヌワイ、ディーティーゼット・デ

ベンハム・タイ・レオン㈱、㈱ＴＯＴＡＬ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ、㈱トキワ

アセットコンサルティング、日本アセットアドバンス㈱、㈱日本リート、ハ

ウジングサービス㈱、Hamilton Lane Japan 合同会社、ひびきフィナンシャ

ルアドバイザー㈱、㈱ファンドクリエーション、㈱フープパートナーズ、ブ

ラックストーン・グループ・ジャパン㈱、㈱ブルー・スカイ・アソシエイツ、

プロビタス・ファンズ・グループ・エルエルシー、三菱ＵＦＪ不動産販売㈱、

㈱三福、楽天証券㈱、リニューアブル・ジャパン㈱、ワールドアプレイザル

ジャパン㈱ 

８月１日（18社） 

 

アライアンスコミュニケーション㈱、一光アセットパートナーズ㈱、㈱ウイ

ーズ･インターナショナル、ASAアセットマネジメント㈱、ＨＪアセット・マ

ネージメント㈱、㈱エクスチェンジコーポレーション、オークラヤ不動産㈱、

㈱クロスポイント・アドバイザーズ、公共投資顧問㈱、㈱三徳動産、GIキャ

ピタル・マネジメント㈱、東雲アドバイザーズ㈱、ハーバーベスト・パート

ナーズ・ジャパン㈱、BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン㈱、

maneoマーケット㈱、モルガン･スタンレー・キャピタル㈱、㈱山田エスクロ

ー信託、ラッキーバンク・インベストメント㈱ 

９月１日（23社） アーク東短オルタナティブ㈱、㈱ヴァンネット、㈱ＯＶＡＬアセットマネジ

メント、小田急不動産㈱、グリーンヒル・ジャパン㈱、㈱Ｋ－ＴＲＥＡＳＵ

ＲＥ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ、㈱ＫＧキャピタル、サステナジ

ー㈱、CMIリアルティ・マネジメント㈱、住友不動産販売㈱、積和不動産㈱、

総合地所㈱、総合地所投資顧問㈱、ソラーレホテルズアンドリゾーツ㈱、バ

ークレイズ証券㈱、㈱ハウジングギャラリー、㈱長谷工ライブネット、㈱フ

ァインキューブ、ブラックロック・ジャパン㈱、プロパティパートナーズ㈱、

山田建設㈱、㈱リッチロード、㈱リムズ 

９月 30日（１

社） 

ユニゾ不動産㈱ 
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年月日 正会員名 

10月１日（22

社） 

あおぞら証券㈱、㈱アスコット、ウエストパートナーズ㈱、おひさまエネル

ギーファンド㈱、ジー・インベストメント・コンサルティング㈱、㈱ジェイ・

ウィル・アドバンス、㈱ジェイ・ウィル・東短投資顧問、㈱ジェイ・ウィル・

パートナーズ、シマダハウス㈱、竹松証券㈱、中央建託㈱、㈱デューデリ＆

ディール、㈱トータルエステート、東海東京アセットマネジメント㈱、東京

ベンチャーギア㈱、トレイダーズ証券㈱、㈱ＢＳプロパティマネジメント、

ヒューリック㈱、㈱ミヨシアセットマネジメント、㈱三好不動産、㈱名南財

産コンサルタンツ、㈱リオ・アセットマネジメント 

11月１日（13

社） 

あい証券㈱、㈱ＥＤＭ、㈱FE インベスト、キャピタル･ダイナミックス㈱、三

和エステート㈱、スターツコーポレートサービス㈱、第一管財㈱、ダイナス

ティ･ホールディング･インターナショナル･リミテッド、㈱Ｄ･Ｒ･Ｍ、㈱ピー

アンドディコンサルティング、㈱ビーロット、菱晃開発㈱、㈱ロジコム 

12月１日（10

社） 

あおぞら不動産投資顧問㈱、ＥＹリアルエステートアドバイザーズ㈱、イト

ーピア・アセットマネジメント㈱、㈱エバーグローリー・ジャパン、㈱クー

ルトラスト、㈱サンヨーホーム、セントラルコンパス㈱、㈱日本資産総研コ

ンサルタント、㈱プレミアム倶楽部、㈱リファイン 

平成 28年１月４

日 

（５社） 

㈱えん、㈱島半、新日鉄興和不動産㈱、㈱大京穴吹不動産、㈱大和不動産ア

ドバイザリーサービス 

１月 29日（１

社） 

ＴＳＭアセットマネジメント㈱ 

２月１日（８社） ㈱Ｓ.Ｏ.Ｗ.アセットマネジメント、エスシージェイジャパン㈱、㈱ＬＣパー

トナーズ、オークツリー・ジャパン合同会社、東銀リース㈱、㈱ミッドラン

ズ、リアルエステートジャパン㈱、レジデンス・ビルディングマネジメント

㈱ 

３月１日（８社） ㈱ＡＺ不動産、㈱Ｈ＆Ｍ、㈱清和クリエイト、双日商業開発㈱、中央不動産

㈱、㈱長谷工リアルエステート、パワーエステート㈱、㈱ヤマギワ不動産販

売 

 

 

（２）正会員の脱退（９社） 

年月日 正会員名 

平成 27年７月１日 大和企業投資㈱（同日付けで、商号変更後の大和企業投資㈱が新規入会） 

平成 27年９月 10日 ㈱総合医療サービス 

９月 28日 マーチャント・キャピタル㈱ 

12月 31日 岡安商事㈱、㈱ウエストイノベーションアライアンス、ディーティーゼッ



42 

 

年月日 正会員名 

ト・デベンハム・タイ・レオン㈱ 

平成 28年３月 10日 ㈱ウェイブダッシュ 

３月 11日 あおぞら不動産投資顧問㈱ 

３月 30日 ㈱ハリファックス・アセットマネージメント 

 

 

（３）正会員の脱退（金商業の登録取消処分に伴うもの）（２社） 

年月日 正会員名 

平成 27年 12月 25

日 

㈱ヴァンネット 

平成 28年１月 29日 アーツ証券㈱ 

 

※ 本年度、賛助会員の入会、脱退はなかった。なお、賛助会員制度は、平成 28 年４月１日か

ら廃止されている。 
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４．正会員向けの主な通知について（参考） 

年月日 通 知 件 名 

平成 27年 ４月 １

日 

平成 27年度「税務相談室」の御案内 

４月 １日 平成 27年度「コンプライアンス相談室」の御案内 

４月 ２日 平成 27年２月 27日付 FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移

転防止に関する法律の適正な履行等について 

４月 ６日 「平成 27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」の周知

について 

４月 ７日 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の改

正案に対する意見募集について 

４月 ８日 臨時正会員総会の招集について 

４月 ９日 パブリック・コメントの募集について（電子申込型電子募集取扱

業務等に関する規則の制定等について（案）） 

４月 20 日 「ふるさと投資」手引き等説明会・第４回「ふるさと投資」連絡

会議のご案内について 

４月 21 日 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の改

正案に対する意見募集の結果について 

４月 22 日 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等及び「金融商

品取引業者等検査マニュアル」の一部改正（案）に対する意見募

集の結果について 

４月 24 日 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻

害する行為の是正等に関する特別措置法」に関する事業者向けパ

ンフレット等の送付及び事業者向け説明会の周知について 

４月 30 日 「金融商品取引業者等に対する証券検査における主な指摘事項」

及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」（平成 26

年度第３四半期分）の周知依頼について 

５月７日 臨時正会員総会の結果について 

５月 12 日 平成 26年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る政

令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について 

５月 20 日 金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関する意見募集に

ついて 

５月 21 日 反社会的勢力排除研修用ＤＶＤの貸出しについて 

５月 27 日 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則（案）」の制定等

に関するパブリック・コメントの結果等について 

５月 28 日 犯罪収益移転防止法施行令及び施行規則の一部改正（案）に対す

る意見募集について 
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年月日 通 知 件 名 

６月 １日 金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関する意見募集の

結果について 

６月 ２日 ＦＩＮＭＡＣ「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一

部改正に係る周知について 

６月 ５日 定時会員総会の招集について 

６月 ８日 犯罪収益移転防止法施行令及び施行規則の一部改正（案）に対す

る意見募集についての結果について 

６月 10 日 「ふるさと投資」手引きの公表について 

６月 19 日 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」（案）等に対

する意見の募集について 

６月 22 日 「東京都第二種金商業警察連絡協議会」設立総会の開催について 

６月 24 日 定時会員総会の結果について 

６月 29 日 「不動産信託受益権取引に係る基礎研修」の実施について 

６月 29 日 「第二種業営業責任者研修」及び「第二種業内部管理責任者研

修」の実施について 

７月 ３日 「事業報告書」及び「業務及び財産の状況に関する説明書」の提

出方のお願い 

７月 ３日 証券取引等監視委員会「金融商品取引業者等に対する証券検査に

おける指摘事例集」（平成 27年６月）の周知について 

７月 10 日 平成 27年度「第二種業内部管理統括責任者研修」の実施につい

て 

７月 10 日 「平成 26年度特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談

センター事業報告書」の周知について 

７月 13 日 「ファンドの状況に係る『モニタリング調査表』」の提出方のお

願い 

７月 14 日 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」（案）等に対

する意見募集の結果について 

７月 29 日 「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の

対応について（案）」に関する意見募集について 

７月 30 日 会長及び専務理事、常務理事の選定について 

８月 ３日 「第二種業営業責任者及び第二種業内部管理責任者 配置状況報

告書」の提出方のお願いについて 

８月 ６日 「第二種業営業責任者研修」及び「第二種業内部管理責任者研

修」【代替研修】の実施について 

８月 12 日 「金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針

の改正案」に対する意見募集について 
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年月日 通 知 件 名 

８月 12 日 平成 27年６月 26日付け FATF声明を踏まえた犯罪による収益の

移転防止に関する法律の適正な履行等について 

８月 12 日 「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の

対応について（案）」に関する意見募集の結果について 

８月 21 日 第５回「ふるさと投資」連絡会議のご案内について 

８月 21 日 本協会が実施する義務研修、代替研修、その他の研修（任意研

修）及び今後実施予定の研修（案）について 

８月 28 日 「個人情報の保護に関する指針」の一部改正について 

９月 ２日 マイナンバー制度の実施に伴う内閣府及び総務省「通知カード等

の本人確認書類としての取扱いについて」 

９月 ３日 「電子募集取扱業務に関する Q&A」のご送付について 

９月 ８日 「金融商品取引業者等に対する証券検査における主な指摘事項」

及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」（平成 27

年度第１四半期分）について 

９月 10 日 「顧客資産の分別管理の状況調査」の実施について 

９月 10 日 「津波防災の日（11 月５日）における緊急地震速報訓練への参加

の要請及び訓練参加状況等の調査・アンケートの実施」の周知に

ついて 

９月 14 日 「『平成 26年改正金融商品取引法の概要及び第二種金融商品取引

業者に対する検査の状況』に関する説明会」の実施について 

９月 16 日 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に基づく報告様

式の御通知について 

９月 25 日 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」等に対する意見

の募集結果について 

９月 29 日 「反社会的勢力排除の実務研修(任意研修)」の実施について 

９月 29 日 「本協会が実施する研修に関する Q&A」の改訂について 

９月 30 日 金融庁「マイナンバー制度の周知・広報について（依頼）」 

10月 １日 「個人番号の実務対応に関するＱ＆Ａ」の作成について 

10月 １日 内閣府「『規制改革ホットライン』集中受付」における規制改革

要望の募集について 

10月 ２日 「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の

対応について（案）」に対する意見募集の結果等について 

10月 14日 マイナンバー制度の周知・広報チラシの店頭等への設置協力のお

願い 

10月 19日 内閣府「『規制改革ホットライン』集中受付」における規制改革
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年月日 通 知 件 名 

要望の募集結果について 

11月 ５日 「金融商品取引業者等に対する証券検査における主な指摘事項」

及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」（平成 27

年度第２四半期分）について 

11月 ９日 正会員代表者向け講演会及び懇親会のご案内（予告）について 

11月 10日 「平成 27年度監査基本計画」の策定について 

11月 12日 「賛助会員制度」の廃止及び定款等の改正（案）について 

11月 13日 「不動産信託受益権取引の実務研修(任意研修)」の実施について 

11月 13日 「『賛助会員』制度の廃止に伴う定款等の一部改正について

（案）」に係るパブリックコメントの募集について 

11月 20日 犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特

定事項の確認の際に本人確認書類として個人番号カード又は国民

年金手帳を用いる場合の留意事項等について 

11月 25日 「『平成 2７年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る政

令・内閣府令案』等に対する意見募集」及び「適格機関投資家等

特例業務、特例投資運用業務に係る追加届出のお知らせ」につい

て 

11月 26日 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正

（案）に対する意見募集について 

11月 27日 平成 27年 10月 23日付け FATF声明を踏まえた犯罪による収益の

移転防止に関する法律の適正な履行等について 

12月 ４日 「第二種業営業責任者研修・第二種業内部管理責任者研修」【代

替研修】の実施について 

12月 16日 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正

（案）に関する意見提出について 

12月 18日 平成 27年度「自己点検報告書」による点検の実施について 

12月 21日 平成 27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等に関

する意見提出について 

12月 25日 電子申込型電子募集取扱業務等の取扱状況に関する報告及び公表

の項目の追加について 

12月 25日 「第二種業内部管理統括責任者研修（義務研修）」の実施につい

て 

平成 28年 １月 13

日 

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について 

１月 26 日 平成 27年度「コンプライアンス相談室」の開催日等の追加の御

案内について 
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年月日 通 知 件 名 

１月 27 日 「金融商品取引業者等に対する証券検査における主な指摘事項」

及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」（平成 27

年度第３四半期分）について 

１月 28 日 正会員代表者向け講演会及び懇親会のご案内について 

２月 １日 金融庁「『金融行政モニター受付窓口』の設置について」 

２月 １日 説明会「事業報告書の記載方法等について」の実施について 

２月 ３日 臨時会員総会の招集について 

２月 ３日 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に関

する関係省庁への照会について 

２月 ５日 平成 27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等に対

するパブリックコメントの結果等について 

２月 16 日 平成 27年度「自己点検報告書」の提出の御願いについて 

２月 23 日 説明会「平成 27年金融商品取引法改正等による『適格機関投資

家等特例業務』等に関する新制度の導入について」の実施につい

て 

２月 25 日 臨時会員総会の結果について 

２月 29 日 「東日本大震災五周年追悼式の当日における弔意表明について」

の周知のお願いについて 

３月３日 「金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針

の改正案」に対するパブリックコメントの結果等について 

３月９日 「平成 28年度監査基本計画」の策定について 

３月９日 「平成 28年度研修基本計画」の策定について 

３月９日 正会員の財務状況及びファンドの運用実態の把握等について 

３月 11 日 臨時会員総会の招集について 

３月 17 日 初級実務者向け「不動産信託受益権取引の流れと実務」研修（任

意研修）の実施について 

３月 30 日 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に関するポ

スター及びリーフレットの御送付について 

３月 31 日 臨時会員総会の結果について 

 

以 上 


