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―2752 回 例会記録
山本会長の時間
皆様、こんにちは。今日は横瀬会員の卓
話です。職業奉仕として、外部「監査は機
能しているか？」というテーマでお話を伺
います。後程、宜しくお願いします。
そして本日は国際ソロプチミスト逗子・
葉山の鈴木宏子会長と資金調達委員長の土
井静子様、矢部一美様、安藤久美子様、河野富美子様がお見え
になっております。宜しくお願い致します。
一昨日は鎌倉で第二がグループの会長幹事が、ホストクラブ
鎌倉中央 RC で開催されました。岡野 AG より、マイロータリ
―の登録についてお話がありました。逗子 RC は会員 45 名の
うち、登録者数が 14 名、31.11％となっております。目標は

（横浜中華街）

2019 年 4 月 11 日―
幹事報告
清水幹事 到着物：横須賀 RC
開催案内：・6/15（土）14：30～16：30
「2019 年井鄭審議会報告会」
於：ミナパーク６F「多目的ホール１＆２」
その他：・一昨日、会長幹事会にて、マイロータリ―の登録数
が少ないので、目標 40 パーセントは達成して欲しい
との事でした。現在逗子 RC は、31.11％です。皆
様の登録をお願い致します。
・4/25（木）「横浜中華街 廣東飯店」での親睦会
の出欠連絡をお願します。皆様の出席をお待ちしてお
ります。
・4/19（金）三浦豪太氏の報告会開催につきまして、
逗子 RC は後援をしております。皆様のご参加是非お
願い致します。

60％登録ですが、最低でも 40％は達成してほしいとの事でし
た。あと 15～16 名で達成できます。達成できないクラブは、
4 月 27 日（土）の 15:00～17:00 に相澤ビル６F・８F で開
催される、マイロータリ―クラブセントラルセミナーへ参加す
るようにとの事でしたので、登録できる方は是非お願いいたし
ます。
あと 2 か月半で私の年度も終わりますが、無事に大野年度へ
引継ぎができるようがんばります。会員の皆様にお願いですが、
ニコニコが目標の 210 万円に少し足りていません。こちらも

国際そのプチミスト逗子・葉山

宜しくお願い致します。例会の出席についてですが、昨日も欠

チャリティーコンサート

席される会員の方々ひとりひとりに、電話で出席をお願いしま

5 月 31 日（金）13:30 開演

した。他のクラブと比較しても、50％に満たない例会が続いて

逗子文化プラザさざなみホール

おります。是非ご出席をお願い致します。これで会長の時間を
終わらせて頂きます。

「神代修トランペットリサイタル」

協賛：逗子ロータリークラブ
是非、皆様にお越し頂けるよう、

【出席報告】

会員数 45 名（出席免除 3 名）

御協力、お願い致します。

出席者 21 名 出席率 52.27%
【ビジター】ソロプチミスト：鈴木宏子様、土井静子様、
安藤久美子様、河野富美子様、矢部一美様

財団ニコニコ 矢部（光）、鈴木（安）、松田
各＄10
米山ニコニコ 船津、鈴木（安）、松田
各 1,000 円

「外部監査は
レジメに入る前に、職業奉仕について持論を述べさせていただきます。職業奉仕は無報酬で働く事だと思っております。ＲＣを
5 年間休会させていただいておりました際に、会社法改正のプロジェクトリーダーとして活動を行っておりました。現在は業界
団体等の活動を無報酬で行っております。職業奉仕委員として、これからも続けたいと思っております。
外部監査は機能しているか」
現在、公認会計士数 37,288 人おります。四大監査法人 あずさ（KPMG,）・トーマツ
（DTT）・ＥＹ新日本（ＥＹ）・ＰＷＣあらた（ＰＷＣ）国内シェアは約 8 割、寡占状。
監査（公認会計士監査）とは企業が発表する決算が適正かどうか証明する事。
語源は、
「見る？聞く？教える？」
。民と官（主に地方自治体）二つのマーケットがあります。
民間部門は推定で 2 万 2－3 千社程度が対象（推定法人数 270 万社）
、金融商品取引法監査
（主に上場会社 3,650 社）
・会社法監査 （資本金 5 億円以上）
・学校法人・社会福祉法人
など。粉飾決算等が報道されると、監査法人に対し「粉飾決算を見抜けないのか？」
「誰のせ
いか？」など問い質されますが、ＩＴ可に伴い粉飾を見抜く事が難しくなっております。手
書き帳簿を見ると直感で怪しいとことを見抜く事ができたのですが、ＰＣ上で作成された帳簿
は判断が難しい。監査人の力量不足も否めないです。組織ぐるみ（経営者の倫理観の欠如）で粉飾決算を行った事例もある。
カネボウ（監査法人担当者は逮捕、法人は解散）
・東芝（東芝の課徴金 73.7 億円 監査法人 課徴金 21 億円）など。以前は、
監査法人に対し重い刑を罰していましたが、その後の影響（倒産）が大きくなりすぎた為、今は監査法人に対して課徴金を課す
ようになった。
・地方公共団体の監査 （監査委員制度と外部監査人制度）
現在外部監査を実施している道府県、政令指定都市は 270 ほどである。
地方自治体の監査は、まだまだ遅れております。将来は大きなマーケットになる。
監査委員の定員
都道府県は 4 名、市町村は 2 名。半数は議員が就任し、半数が有識者という割合である。
監査委員の権限、独立性
地方自治法に規定があり、一定の担保はされている。また、監査の範囲も制限されていないのでなんでも監査ができる制度であ
る。また、一定の事項について住民、首長、議会から監査請求ができる。
市町村における監査制度の課題
制度については会計課検査院の検査により、不適正な決算が判明していることもあり、次のような指摘、見直しが提言されてい
る。
１．監査機能の外部化を進める。前提として内部統制制度を整備する。
２．予算執行については内部監査役（従来の監査委員？）が監査し、決算、健全化比率等については外部監査人が監査する。
３．監査の共同化を進める。具体的には都道府県単位で監査共同組織を設定し監査を行う。小規模の地方公共団体にあっては複
数の自治体が監査共同組織を設定する。
予算単年度主義や収支会計（現金基準）の是正も視野に入れて見直し論がされている。
逗子について
逗子市は 2 名の監査委員がいます。
（1 名議員、1 名市民）
現在、逗子は財政難です。監査が正常に機能していれば、少しは回避できたのではと考えられます。それが課題だと思っており
ます。これからは地方公共団体外部監査制度が重要案件と思われます。
担当：松田

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥４０,０００

国際ソロプチミスト逗子葉山会長鈴木様、資金調達委員長土井
様、矢部様、安藤様、河野様…5 月 31 日のチャリティコン
サート協賛のお礼です。
横瀬様…今日卓話します。
山本（由）君…横瀬会員卓話宜しくお願い致します。逗子、葉山
ソロプチミストの鈴木宏子会長他 4 名の方々ようこそいら
っしゃいませ。
清水（惠）さん…ソロプチミストの皆様ようこそ。横瀬会員よろしく。
鈴木（安）君…ソロプチミストの御協力よろしくお願いします。
船津君…横瀬さんスピーチよろしく。
村田君…春は来る。
安藤君…ソロプチの皆さんようこそロータリーへ。
橘（武）君…横瀬会員卓話楽しみ。
矢部（光）君…横瀬会員職業奉仕実践のスピーチ乞うご期待！
矢部（房）君…ソロプチミストの皆様ようこそ。横瀬会員卓話宜
しくお願いします。
臼井君…横瀬さん卓話期待しています。
村松君…今日は暖かい日です。横瀬会員卓話よろしく。
松井君…横瀬会員スピーチ宜しくお願いします。

累計

￥1,５５２,０0０

桐田君…出席率向上のため、かけつけました。
山本（三）さん…ご無沙汰しております。
松田君、横山君…横瀬さん宜しくお願い致します。
森澤君…なかなか出席できずスミマセン。
大下君…野村もリストラ発表しました。
岡本（一）君…横瀬さん宜しくお願いします。勉強させて頂
きます。
「父、三浦雄一郎氏の想いとともに
逗子市広報大使

三浦豪太さん

南米大陸最高アコンガグア登頂報告会」
4/19(金)19:30～21:00
於：逗子文化プラザさざなみホール
参加料：1,000 円(高校生以下は無料)
逗子 RC も後援しております。
皆様のご参加お待ちしております。

