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第25回(通算1313回)1月10日(木)｢君が代･奉仕の理想」

第26回(通算1314回)1月17日(木)｢それでこそﾛｰﾀ ﾘｰ」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１３例会記録(プログラム)
【第２５回 １月１０日(木)】
「筝曲とお茶席による賀詞交換会」

平成２５年最初の例会として毎年恒例となっている
賀詞交換例会が行われました。

例会前と後には､お茶席が設けられ､会長夫人の
茅根啓子様､志村会員夫人の眞佐子様､相馬会員夫人の
順子様および茅根啓子様のご友人 沼倉美重様等のお点
前で薄茶が振舞われました｡

また､三家護ｶﾞﾊﾞﾅ -補佐の音頭によりﾋﾞ-ﾙで乾杯を行
いました。
本日のﾌﾟﾛｸﾞ ﾗﾑは､川崎高津南RCの長戸はるみ様によ

るお琴の演奏が行われ､賀詞交換にふさわしい華やかな
雰囲気の中､初例会を行う事ができました。

お客様
＊1月10日(木)
長戸はるみ様(川崎高津南RC 琴演奏者)
茅根啓子様 志村眞佐子様 相馬順子様 沼倉美重様

報告
◆理事会報告
１．2月のｽｹｼﾞ ｭｰﾙ
2月7日(木)卓話 大和証券 手塚一臣様 定例理事会

13日(水)移動例会 ＩＭ
慶應義塾日吉協生館藤原記念ﾎｰﾙ

21日(木)卓話 田中 薫会員
28日(木)夜間例会

２．ﾊﾟｽﾄ会長会 継続の件
名称｢ﾊﾟｽﾄ会長会｣ 世話役 細谷和彦幹事

３．職場訪問又は旅行の件 ﾜｲﾝ 温泉
職業奉仕､親睦活動委員会担当

４．高津区民祭での寄付金献金先の件
みやぎ子供養育支援の会 社会奉仕委員会

５．高津区民祭ｺﾞﾙﾌ大会 4月2日(水)開催予定
６．ﾛｰﾀﾘ ｰﾎﾟﾛｼ ｬﾂ､ｼﾞ ｬﾝﾊﾟｰの件



出席報告

例会日 会員数
　出席

義務者
出席数 欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数
MU

前々回

修正

1月10日 28 26 20 6 77% 10 6 85%

1月17日 28 26 17 9 65% 2 2 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

1/10 17 20,000 228,000 300,000 76%

1/17 9 9,000 237,000 300,000 79%

1/10 16 19,000 235,000 500,000 47%

1/17 11 11,000 246,000 500,000 49%

1/10 19 35,000 341,000 800,000 43%

1/17 12 14,000 355,000 800,000 44%

1/10 15 25,000 287,000 600,000 48%

1/17 10 11,000 298,000 600,000 50%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 石川演慶 本藤光隆

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆1月10日(木)(順不同､敬称略)
長戸はるみ様(川崎高津南RC)

今年もよろしくお願いします｡
茅根正之 新年あけましておめでとうございます｡今年
もよろしく｡長戸はるみ先生､お琴の演奏楽しみにして
おりました「。
細谷和彦 おめでとうございます。今年もよろしくお
願いします。
三家 護 あけましておめでとうございます｡本年もど
うぞよろしくお願いします｡本年度も半分終了すること
が出来ました｡ありがとうございます。
福嶋 徹 新年おめでとうございます。
菊池幸治 新年明けましておめでとうございます｡本年
もどうぞよろしくお願い致します。
相馬 元 明けましておめでとうございます。
伊藤壽一 本年もよろしくお願い致します。
◆1月17日(木)
三家 護 1/15飯能万福寺へ初詣して来ました。
茅根正之 月岡会員､卓話楽しみにしておりました｡
中田俊彦 月岡会員､卓話楽しみにしています｡
本藤光隆 本日私が会報なので月岡会員宜しくお願い
します｡会報にはかなり省略しますのでご了承下さい。
青木功雄 本年もよろしくお願い致します。

【第２６回 １月１７日(木)】
会員卓話 ｢会計不正について｣

公認会計士･税理士 月岡 涼吾会員

監査は会計士の独占的業務です｡監査とは企業が開示
する財務諸表についてその｢確からしさ｣を保障するも
ので､証券市場が成立する前提として適正な開示と保障
が必要となるのです。

会計不正の手口はいくつかのﾊﾟﾀｰﾝがあります｡多い
のは売上の過大計上です｡具体的には前倒し計上､水増
し計上､架空計上等です｡最近多いのが連結外しです｡連
結財務諸表とは親会社と子会社を合算するのですが､単
純に合算するのではなく､親会社が子会社に販売した商
品が子会社に残っている場合にはそれを相殺して利益
を減らす､子会社の業績が悪い場合親会社の持つ子会社
の株式の評価を下げさせる等の評価を行います｡ｸﾞ ﾙｰﾌﾟ
としての企業の実態を開示させる手段であり1990年以
降連結財務諸表の重要性は上がってきました。

外には資本の過大計上があります｡見せ金という言葉
を聞いたことがあると思いますが､債務超過を避ける為
に増資を受けますが入った金はすぐに貸付等で外に出
してしまい､資本の維持が計れない､或いは現物出資の
場合､不動産鑑定士に資産を過大に評価してもらい増資
を受け債務超過を逃れるようなｹｰｽが挙げられます｡外
に役員や従業員の不正があります｡名目的なｺﾝｻﾙﾃｨ ﾝｸﾞﾌ
ｨｰを出して自分の関連する会社に流すｹｰｽがあります。
≪会計不正事件の有名なもの≫
1. ｶﾈﾎﾞｳ事件
2008年11月､明治20年創業の名門ｶﾈﾎ ﾞｳは消滅しまし

た｡粉飾の総額は215 0億円で組織的な犯行でした｡全組
織的な不正が長年にわたって行われており､9年連続で
債務超過であったことが分かりました｡2年連続で債務
超過だと上場廃止となります｡19 70年代から粉飾が行わ
れていました｡売上の架空計上､費用の無計上､連結外し
です｡子会社､関連会社への押込み販売を行い､それによ
って発生した不良債権は1998年には不良債権は約300億
円となっていました。

決算前に毛布を商社に販売し､決算後買い戻す操作を
行ったりもしていました｡これによる浮遊在庫は1998年
当時約500億円程度あったとのことです｡連結外しの手
法も使われていました。この件では会計士も4名逮捕さ
れ､3名が有罪となりました。
2. ﾗｲﾌﾞﾄ ﾞｱ事件

ﾗｲﾌﾞ ﾄﾞｱは2000年に上場し､その株式を交換するこ
とでｸﾞﾙｰ ﾌﾟ規模を拡大しました｡2011年8月には解散決
議が行われました｡ただ､役員に対する損害賠償訴訟を
抱えているため､まだ清算結了の見通しは立っていませ
ん｡ﾗｲﾌﾞﾄ ﾞｱの粉飾の特徴は架空計上です｡通常の架空計
上は16億程度でしたが､その他に自己株式を利用した架
空計上を利用しているのが特徴的です｡本来資本取引で
ある自己株式の売買を売上に計上してしまったのです｡
この数字が53億でしたが､これはﾗｲﾌﾞﾄ ﾞｱの売上のほぼ
全てに該当します。
3. ｵﾘﾝﾊﾟ ｽ事件

きっかけは財務処理の不正が雑誌にﾘｰｸされたこと
でした｡当時の社長は前経営陣に引責辞任を求めました
が､逆に解任されてしまいました｡これを受けて株価は
暴落｡前経営陣は辞任しました｡その手口は「とばし｣と
呼ばれています｡ｵﾘﾝ ﾊﾟｽは1990年代には金融資産の含み
損として1,000億を超える損があったようです｡ずっと
隠していたのですが､2001年に時価会計基準に替わる時
に出さざるを得ない状況になったため､連結の対象とな
らないﾌｧﾝﾄﾞを作ってこれに買った金額で売却し､連結
財務諸表からはずすという方法です｡具体的にはｵﾘﾝﾊﾟｽ
の預金を担保に受け皿ﾌｧﾝﾄ ﾞが金融機関が融資を受けそ
れで買うという方法などです｡ﾌｧ ﾝﾄﾞの維持費や協力者
に対する御礼などがかかり､損失は1.4倍にふくらみま
した。会計士もこの不正に係わっていました｡

それでこのようなことが起きないように監査の品質
管理の徹底､倫理規程等会計士協会も努力しています。

5年間で会計士を交代させることや､会計士協会や金
融庁のﾁｪｯｸが入ることになりました。

本来会計士の理論からすれば､監査は財務諸表の大ま
かな確からしさを保証すればいいということだったの
ですが､最近は不正摘発に対する期待が強く求められる
ようになってきました｡それに応えることが会計士監査
の信頼の回復につながるのだと思っています。


