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★会長挨拶      吉田 雄一 会長 
今回が会長挨拶として最後になると思います。 

私は、会計、税務の専門家ですので『会計で会社

を強くする』というテーマでお話をさせていただき

ます。 

ロータリークラブの

会員の皆様は会社の経

営者、あるいは経営に

かかわる方が多く、自

社の決算書や会計帳簿

を作成されていると思

います。 

今までなぜ、決算書を作成しなければならないか、

考えられた事がありますか？ 

大学等で会計学を勉強したり、会計学の本を読む

と大体「決算書は外部投資家への報告のために作成

する。」とあります。特に資本市場で資金調達する

ような企業など一部ではそうかもしれません。 

ただ、わが国の 99％は中小企業です。その中小企

業に外部投資家はほとんどいません。確かに上場企

業は外部投資家に報告する必要がありますが、中小

企業ではほとんどそういうところはないと思いま

す。 

それでは圧倒的多数の中小企業はなんのために

作成するのでしょうか？ 

歴史を見てみますと、同業者で大学院の教授をし

ている私の有人の研究によると 

世界で一番最初に決算書の作成が義務づけられた

のは、1673 年のフランスの商事王令だそうです。 

当時、フランスでは大不況の真っ只中で企業の倒産

が相次いで続発していました。その時の王ルイ 14

世は大蔵大臣のコルベールに何とか倒産防止策を

立案せよと命令し出来上がったのがフランス商事

王令でした。 

この目玉は商人に記帳、決算書の作成業務を課した

ものです。特に企業が倒産した時に、裁判所へ帳簿

や決算書を提出できないときは、死刑にする、とい

うものでした。実際に死刑になった者もあったよう

です。 

だから最初は「倒産防止」の為が決算書作成の目

的だったようです。ドイツのクーゼルという学者も

「だらしのない記帳は破産者の特徴である」と言っ

ております。 

従って、帳簿や決算書は倒産防止のため、そして

外部投資家等でなく自己の報告のために作成され

るものです。 

税務署があるから仕方なく帳簿や決算書作成を

するという人もいます。しかし、経営者は会計をし

っかりやって企業の業績等をご自分への報告と捉

え、その正確な決算報告のもとに、経営戦略、経営

計画等をしっかりと打ち立て実践していくという

ことでないと、永続的な発展と存続はないと思いま

す。 

国際資本市場で資金調達する企業は別として、特

に中小企業は、自分のために会計をしっかりやると

いうことが大事です。 

現在では、決算は月次、週次で行う位のスピード

でないとダメだと思います。早く自分の会社の業績

を把握して早く手を打つことが大事です。そして経

営者がその数値を理解して自分の言葉で説明でき

ることが大事といわれています。 

それを「会計力」を高めると言われています。現

在は、経営者はその「会計力」を高めることが求め

られています。ぜひ、会計をしっかりと行い、会社

を強くしてください。 

以上、報告とさせていただきます。 

 

 

第２７１８回 例会 平成２８年６月２日（木）１２：３０～ 晴れ  

        （例会場：焼津四川飯店） 
司会進行    幹事 鈴木 啓央 君 

SongLeader  親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

            ♪奉仕の理想 

４つのテスト 職業奉仕委員会 山竹 葉子 君 

Guest  藤枝税務署長 伊藤 和義（いとう かずよし） 様 

会長テーマ 

『ロータリアンの才能を地域や他のために使おう！』 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt 



★新入会員紹介者への記念品贈呈 
 

諸田洋之君をご紹介いただきました福崎正展君に

記念品が届いております。吉田会長から贈呈させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・第 12 回理事会が持ち回りで行われ、焼津サッポロ会

に会長、幹事を登録していただくことになりました。 

7 月の懇親会などが行われるとのことで、次年度からと

なります。 

 

★幹事報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・6 月 9 日、16 日はクラブ協議会報告と委員長の退任の

ごあいさつをお願いします。3 分以内を目安に発表をお

願いします。発表の順番は組織表となりますのでご了承

ください。 

 

★副幹事報告   副幹事  村松 直行 君 

・本日 18 時より焼津かく万さんで次年度第 3 回クラブ

協議会を役員、理事、委員長の方はご出席の方、よろし

くお願いします。 

 

★世界大会報告      倉嶋 伸康 君 

5 月 28 日から 2 泊 3 日で韓国のソウルで開催された世

界大会ということで当クラブより 8名の会員が参加し

てきました。世界から 4 万人、日本から 8 千人とのこ

とでした。開会式などに参加してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び   諸田 洋之 君 
【本人誕生祝】 

〇清水 誠一 君 (S39.6.3) 

【結婚記念日】 

〇中山 晃一 君 (H3.6.6) 

〇永田 貴三 君 (H25.6.7) 

【創立記念日】 

〇村松 孝保 君 太陽設備（株）(S36.6.6) 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告 
 

①   藤原 明 君 

今回の熊本地震で熊本県、大分県にあるメガソーラ

ーが被害もなく予定通り発電できました。 

②  寺岡 襄 君 

去る 5 月 26 日に開幕した主要国首脳会議（伊勢志

摩サミット）（G7）先進 7 ケ国首脳のシェルパ（個人

代表）の会合の夕食会に「大吟醸ノビルメンテ」が乾

杯酒として使用されたとして「読売」「静岡」両新聞

の 27 日の記事として掲載れました。スマイルの協力

致します。 

③  浅原 博 君  

5 月 28 日から 3 日間、韓国のソウルで開催されたロ

ータリクラブ国際大会に参加をしてまいりました。RI

会長ヌ・パンギムン国連事務総長のスピーチで始まり、

大変華やかな開会式でした。その夜 2620 地区の地区

ナイトが開かれサプライズで野口ガバナーより私の

誕生日が発表され、150～160 名の会員にハッピーバー

スデイを大合唱され、大変感動した地区ナイトでした。

松村友吉、倉嶋伸康、村松孝保、吉田典充、岡村延昌、

深沢英雄、福崎正展を代表し、報告いたします。 

 

 

卓話 

 

卓話者  藤枝税務署長 伊藤 和義 様 

卓話   『軽減税率について』 

 

今回は、「軽減税率について」ということ、飲食料品

の範囲や事例をわかりやすく説明いただきました。 

ちょうど、旬な話題でということもあり、会員の皆様

も興味を持ってお聞きしておりました。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

5月19日 

M-UP 

確定 

出席率 

6月 2日 
51 

(49) 
42名 85.71% 4名 93.88% 

 

★メークアップ 
倉嶋 伸康 君（クラブ協議会） 

山竹 葉子 君（委員会） 

藁科 博伸 君（藤枝南ロータリクラブ） 

石田 江利子君（委員会） 

 


