
第２３３８回例会報告議事録
日時　２６年５月２０日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	柏ＲＣ	 須藤会員　川村会員
	 	 稲垣会員　中田会員

１７名出席（全員で２６名）　出席率６５.３％
塩毛委員長出席報告

　本日は柏さんからメーキャップとのことで４名の方にお越しいただいていま
す。ありがとうございます。
　先日もお話しさせていただきましたが、５月２２日に柏さんの方で「お笑い
芸人の笑えない話」という公開例会が行われます。できるだけ多くの出席者を
募りたいと思いますので、よろしくお願い致します。
　５０周年の実行委員の方が決まりました。委員会を行い、小委員会の委員
長をたてて進めて行きたいと思います。

　東日本大震災の方の寄付金の残金を特別会計の方に繰り入れることになりましたので、ご報
告いたします。
　先ほど依田会員の方から、１０月２６日（日）の手賀沼エコマラソンに参加してみないかというお
話しをいただきました。ハーフマラソンに参加したいと思います。依田会員は参加が決まっていま
す。皆さん会長をやられる時にダイエット等の目標を立てられていて、私も最初は目標を立ててい
たのですが、なかなかうまく行きませんでした。
　私は３８歳くらいの頃１００キロありまして、青年会議所の周年行事に向けて、依田君も含めて
何名かでダイエットクラブを結成しました。私は７０キロを切るという限界の目標を定め、半年で
６８キロまで落としました。夏場の現場でもヤッケを着て、中学生の部活と同じように朝も運動
し、夕方もムエタイというタイの格闘技をやり、スポーツクラブで水泳もやり、食事は二日でおにぎ
り一個のようなことをやりました。体力的には蓄えがたくさんあり動けたのですが、栄養失調で朝
起きると髪の毛がたくさん抜けたりしました。免疫力が落ち、最終的には副鼻腔炎になり、３ヶ月
くらい顔面が痛い状態が続きました。その時は３３キロ近く減らす事ができましたが、今回はそこ
までは行かなくても日々精進して体を鍛えながら、１０月にはゆっくり走ってエコマラソンを頑張り
たいと思います。

米田会長会長挨拶

　今週末２４（土）、２５日（日）の京都への親睦旅行の注意点を数点お話しさ
せていただきます。
　切符は私が全て持っております。当日の朝にお配りします。都区内からの切符
になりますので、金町までの運賃は各自精算をお願い致します。
　１日目はずっと電車等の移動になり、川下りではロッカーがあるかどうかわか
りませんので、極力荷物は少なくしていただければと思います。

木村会員京都旅行について

　今日は柏クラブから大勢で参りました。よろしくお願い致します。
　社労士の事務所をされている川村さん、司法書士の事務所を経営されている
稲垣さん、アルソックの支店長をされている中田さんとお邪魔しております。私は
元々我孫子の生まれで、父は我孫子のチャーターメンバーです。仕事が柏なもの
で、柏でお世話になっています。
　柏クラブは今、すごく元気がいいです。５年未満の新人が２０名程います。３年
未満は１０数名おります。昔は行くのも嫌だと言う声をちらっと聞くほど堅苦しか

ったのですが、様変わりしました。新人さんのロータリーの知識が薄いと言う面もありますので、３年
前から新人研修委員会を立ち上げました。今年度、私が新人研修委員長に任命されまして、色々やっ
ているつもりなのですが、ロータリーの中のメーキャップ制度はとてもいい制度だと思いますので、こ
の制度をどんどん使おうということで、１０分区から始めています。その一環で、伝統ある我孫子クラ
ブさんにまず行ってみたいということで今日はお邪魔した次第です。
　５０周年を迎えられるという事でおめでとうございます。我 も々存分のご協力をさせていただきた
いと思います。ぜひ柏にもいらしてください。
　先々週からクレストホテルで水曜に例会を行っています。１２時から食事をして１２時半点鐘です。
今日は本当にありがとうございました。

柏ＲＣ　須藤新人研修委員長御挨拶

・例会変更のお知らせ
	 柏東ＲＣ	 ５月２９日（木）夜間例会　
	 	 場所：アフリカ食堂
	 	 点鐘：１８：３０
	 	 ６月１９日（木）→６月１５日（日）・１６日（月）修善寺への親睦旅行

鈴木会員（代理）幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
柏ＲＣ お邪魔します。 １,０００円　

佐藤会員 石巻支援物資買い付けの為大阪に行きますので、旅行を欠
席させていただきます。 １,０００円　

鈴木会員 今週木金土、次週木金土と子ども達と森に行きます！！ １,０００円　
米田会長 手賀沼エコマラソンがんばります。 ４,０００円　

当 日 計 ４,０００円　
今期累計 ４５８,８３０円　

ニコニコＢＯＸ

　今日は公認会計士という職業についてお話ししたいと思います。
　「CPA	for	our	future」という公認会計士を希望する学生向けの資料
と、「ＣＰＡ」という協会が会計士の業務について理解を求める為に作っ
た資料をお配りしました。
　会計士の業務内容は、監査、ビジネスアドバイザリー、Ｍ＆Ａ（企業買
収、合併）のコンサルティング、株式公開支援、独立開業（任意監査、税
理士の仕事）、組織内会計士等があります。
　組織内会計士は社員として採用される会計士です。組織内会計士の

公官庁については、役所から会計士派遣の要請があった時に一時的に公務員になって業務を行いま
す。金融庁が一番多く、警視庁もあります。経済犯が多くなり、会社のお金にからんだ書類を調べる
のに、刑事さんでは無理だからです。
　監査には法定監査とそれ以外の監査があります。
　法定監査とは次のような監査です。
　上場企業が金融商品取引法によって決算期ごとに出さなければならない有価証券報告書の決算
書についての監査です。監査証明がない決算書は受け付けられず、上場廃止になります。この監査
が一番典型的で多い仕事です。（次ページへ続く）

瀧日会員卓話
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

今週の表紙「角松本店」千葉県我孫子市本町3丁目7番15号
　国道356号線沿いの老舗中の老舗割烹旅館です。
　創業は江戸時代にさかのぼります。水戸街道の宿場町として栄えた我孫子の旅籠として、江戸から明治・
大正にかけての激動の時代を見て来ました。
　明治天皇や白樺派の文人達等も訪れ、館内には明治天皇ゆかりの品々や柔道の父、嘉納治五郎の書などが
あります。どの部屋にも趣があり、手入れの行き届いた中庭を眺めながらいただく会席は格別です。

角松本店 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　上場企業でなくても、会社法に基づき監査を受けなければならない会社もあります。これも法定
監査の一環です。学校関係等も、法的資金の補助金を受けている所は公認会計士の監査が義務づ
けられています。
　法定監査以外の監査としては、医療法人、社会福祉法人、宗教法人等の監査があります。ライセン
ス契約をしている服飾品を日本で製造している会社はライセンス料を払わなければならないのです
が、売上高でライセンス料は決まることが多いです。そうすると、売上高に関しては公認会計士の監
査証明をつけろということになっている事が圧倒的に多いです。
　国際的な監査もあります。ひとつはＭ＆Ａがらみの仕事です。日本の会社がアメリカの会社に買収
を受け、外国企業が日本企業に出資をする場合、必ず出資先の状況を調べます。デューデリジェンス
といいます。私がやった一番古い仕事は、三菱自動車に対してクライスラーが出資した時、クライスラ
ーの立場に立って監査をやりました。三菱自動車のメインの工場は京都にあるのですが、昔、零戦の
エンジンを作っていました。そこで一ヶ月監査をしました。相当厳しい監査でした。
　日本の企業が国外で社債や株式を発行する場合、諸外国で通用するような財務書類にある程度
組み替えないといけません。日本で出している有価証券報告書や決算書をそのまま出しても国際的
に通用しないため、追加したり、修正したりして決算書を作り、監査証明をします。
　他のメインの仕事としては税務があります。我々公認会計士は登録をするだけで税理士になれま
す。ＩＢＭが国税庁に脱税と言われた件は、裁判の結果、節税ということで税理士が勝ちました。
　私は今、個人事務所ですので、そんな大きな国際税務はしておらず、一般的な税理士の仕事等をや
っております。
　会計士になる為には試験制度がありますが、私が受けた頃とは大分変わっています。今は、短答
式のテストというものがあり、次に論文式の試験があり、その後、２年間の実務経験を経て公認会計
士になれます。試験だけ受かって実務経験のない人のことを会計士補といいます。合格率は大体６〜
８％ですが、２００７年と２００８年は１４.８％と１６.３％ととんでもない合格率になっています。なぜ
かというと当時の財務省が会計士を増やして一般企業に入ってもらおうと机の上で考え、甘い採点を
しました。が、質が悪くなった為、元に戻しました。
　国内の公認会計士の人数ですが、現在２万６千人で、会計士補も入れますと約３万３千人です。
　ありがとうございました。


