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会 長 告 知 

☆ 司会進行 SAA 森本弘之 君 

 

＜ビジター＞ ＊御坊 RC 野村義夫 君 

＜ゲスト＞ ＊公認会計士 名倉健三 様 

 

 

 

 

 

 
 
 
会長 栗林久一 君 

 

先週は IDM 家族集会の発表ということで森委員長、並びに

各班長の皆さんご苦労様でした。 

大変意義ある家族例会だったと思います。今日は 11 月最

後の例会となりました。御坊クラブ野村様、名倉様、本日はよ

うこそお出で頂きありがとうございます。名倉様には後ほど卓

話の方宜しくお願い致します。 

今年も残すところあと 

1 ヶ月となりました。 

12 月 10 日（土）は 

忘年家族会例会と 

なっております。 

家族あっての私 

たちでありますから、 

楽しい忘年家族例会にするためにも是非とも家族の皆様の御

出席をお願い致します。そして、12 月 14 日（水）は年次総会

です。 次々年度会長、次年度の理事を決める大事な選挙の

日でありますので皆さん欠席されませんよう宜しくお願い致し

ます。今年度最後の例会は 12 月 21 日です。年末も迫ってき

ており何かと忙しい毎日ですが、身体に気をつけて頑張って

いきたいと思います。 

先日、塩路ガバナー補佐を通じ堺 IM8 組 13RC が、第 2 弾

として 12 月 3 日（土）～12 月 14 日（日）にかけ支援活動をし

にきてくれることになっています。日高地区・那智勝浦地区・

新宮熊野川地区の皆様へ些細な気持ちとして丸小餅をお届

けする予定です。こちらへ来るのは、12 月 3 日（土）の 12 時前

後です。その時に、3 クラブの代表者で出迎え、日高川町役

場へ同行する予定です。 

 

  幹事 細川幸三 君 

○例会変更 

＊御坊南 RC  12/6 例会は 18 時 30 から「花ご坊」で忘年家

族例会に変更／12/27 例会休会 

1/3 例会は 1/6（金）12 時 30 分から御坊商工会館 4 階で

新春 3 クラブ合同例会に変更。 

＊御坊 RC  12/16 例会は 12/17（土）18 時 30 分から「花ご

坊」で忘年家族例会に変更／12/23、12/30 例会休会 

＊有田南 RC  12/20 例会は 18 時 30 分より「橘家」でクリス

マス家族例会に変更／12/27 例会休会／1/10 例会は

18:30 分より「シーサイド松宮」で新年例会に変更 

＊田辺東 RC  12/28、1/4 例会は休会／1/11 例会 18 時よ

り「ガーデンホテルハナヨ」で新年家族例会に変更 

＊有田 RC  12/29 例会休会／1/5 例会は 18 時より「橘家」

で新春夜会例会に変更 

○12 月のロータリーレートは、1 ドル＝78 円です。 

 

 「オリンパス事件から見る 

今後の日本経済」 

名倉健三 様 

本日は、この様な場にお招きいただきありがとうございます。

タイトルと中身は全く関係のないことが綴られています。 

資料ですが、これは日本の現状を象徴するようなものです。

民主党になって悪くなったと言うわけでもないのですが、この

資料は国税局平成 20 年度のホームページからダウンロードし

たものです。  

ここには、国債の発行残高が記 

載されています。今は国債の残高 

が増え約 1000 兆円になって 

いると言われています。 

こういう風に昔は国債の残 

高を公開していました。 

平成 21 年度のものをみますとひな 

型が変わって 2 ページ目に国債の 

残高が増えていることが記載されています。 

平成 22 年度になりますと、歳入・歳出も記載されていない状

況で全く話しにならないのです。見せなくなってしまっていま

す。…郵貯、簡保は国民から 250 兆円ぐらい集めていました

が、この不況で今は 170 兆円ぐらいだそうです。この内、150

兆円ぐらい国債を買っていました。あと、国債の引受手であっ

たのが厚生年金基金ですが、ここは昨年から売り残しが多くな

り買えない状況になっています。そして、金融機関ですがここ

も余裕が無くなってきています。… 

では、国債を売るためにはどうすればよいか？国債の金利

を上げれば売れるのですが日本の金利は 1％弱で海外に比

べて低いため外国の投資家には売れません。海外では 4％ぐ

らいだそうです。日本の国債も金利を上げれば良いのではと

考えるのですが、金利を 3％に上げると今まで 1％で売ってき

た国債の取引が無くなり金融機関が困ってしまいます。また、 

本日のプログラム 

幹 事 報 告 
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金利が、4％が妥当としたら1000兆円借りていると40兆円の利

息を払わなければなりません。日本の税収は約 38 兆円です。

だから、上げることはできないのです。・・・・・・ 

オリンパスの事件に入りましょう。 

株価事件発覚前は 2000 円以上していました。それが１ヶ月

もしないうちに 400 円台になり現在は 700 円ぐらいです。オリン

パスがなぜこうなったかと言いますと、バブル崩壊後約 1500 億

円の損失を出した。日本全体では株で 300 兆円、株と土地で

1000 兆円が消えたと言われています。 オリンパスはこの損失

を隠しました。このころ、日本ではまだ大きな倒産はありません

でした。７，８年後から山一、三洋証券、長銀、日産生命といっ

たところが倒産し始めました。このようなタイムラグがあったので

す。これはみんな誤魔化し続けてきた時間なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンパスも、この損失処理策として「飛ばし」の受け皿ファ

ンドをケイマン諸島に創設し、いままで誤魔化し続け、2000 年

までに 960 億円の含み損を移したのです。 

オリンパスはなぜケイマン諸島にファンド会社を設立したの

でしょう？それは、ケイマン諸島がタックス・ヘイヴンの国だから

です。タックス・ヘイヴンとは、税金のかからないあるいは著しく

税金が軽減される国のことをいいます。和訳で「租税回避地」

といいます。オリンパスはここに目をつけ損失を隠そうとしたの

です。このようにケイマン諸島にペーパーカンパニーを設立し

て損失をかくしたりする企業がいるそうです。・・・・・・・ 

一番おそろしいのは、ＣＤＳです。クレジット・デフォルト・スワ

ップ。みなさん、なにかわかりますか？これは倒産保険です。 

たとえば、Ａ社が倒産したらＢ社に 3 億円入るという保証をＣ社

がＢ社に 1000 万円で売る契約です。 

一旦結ばれたＣＤＳ契約は長く期間続く。破綻した理由を問

わず保証するのがほとんどであるから、逃れるすべはない。 

ＣＤＳの売り手は参照企業のデフォルトリスクが高まるにつれ

用意しておかなければならない証拠金が高騰し、その資金を

信託会社に山積みするために大量の現金を必要とすることに

なり、自社保一旦結ばれたＣＤＳ契約は長い期間続く。 

破綻した理由を問わず保証するのがほとんどであるから、逃

れるすべはない。ＣＤＳの売り手は参照企業のデフォルトリスク

が高まるにつれ用意しておかなければならない証拠金が高騰

し、その資金を信託会社に山積みするために大量の現金を必

要とすることになり、自社保有の金融商品などを健全なものま

で含めて投げ売りしなければならない事態も発生する。契約

単位は一本が数億円単位であり個人投資家など最終的なリス

クテイカーへの販売を想定しておらず、信用不安などにより一

度ＣＤＳの流動性が損なわれれば転売は極めて困難である。

現実にデフォルトが生じた場合はすべて偶発債務となり損害

が生じ、赤字決算におちいったり配当が支払えなくなったり、

信用面でも格下げなどにより市場からの資金調達も困難となり、

借り入れても金利が高くなりうる。 会計操作による粉飾決算へ

の動機が非常に高く、市場からの信頼を呼び戻すのに時間が

かかる。これから十数年も続く危機の始まりである可能性があ

る。 

｢一身独立して一国独立する｣、いまの日本人はどうでしょう

か？一人一人が独立しているでしょうか？この言葉は福沢諭

吉翁の『学問のすすめ』に書かれています。  

独立した個人こそが国家を支える基本であるという考えであ

り、誰かに頼るという人間ばかりでは社会は腐敗してしまうが、

自分が国家を支えようと努力する人間が揃ってくれば社会は

繁栄し国家は潤うと説いています。ひとりの人間として己を厳し

く戒めて質素倹約を旨として、学問に励み、多くの人のために

生き抜こうとする滅私奉公の気概がなければ自分が所属する

家庭、会社、地域、国家といった集団は繁栄しないという考え

方で近代民主主義の基本となる教えです。 

これからの日本には大切なことだと思います。私たちが子供

たちに教えていかなければならないことだと感じています。 
 

 
【クラブ管理運営委員会】 委員長 玉置幸史 君 

忘年家族例会の出欠の返事よろしくお願いします。 
会費は 6000 円です。 

 

  SAA  森本弘之 君 

◇御坊 RC 野村義夫 君 お世話になります。 

◇小林隆弘 君（過分に） 長い間すみません。先日は皆様に 

お世話になりました。ありがとうございました。 

◇龍田安廣 君（過分に） 休んですみません。栗本君、新聞 

記事読みました。ご苦労様です。 

◇雑賀鈴夫 君（過分に） 長い欠席すみません。 

◇栗林久一 君 名倉健三様、本日よろしくお願いします。 

◇細川幸三 君 名倉様、本日の卓話よろしくお願いします。

野村さん本日はようこそいらっしゃいました。 

◇玉置幸史 君 名倉様、本日はよろしくお願いします。 

◇尾崎達哉 君 名倉さんこの間はありがとうございました。 

 

  出席委員会  小林隆弘 君 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

次回例会のご案内 
★12/21 例会は  

雑賀君の会員卓話 

Sea voyage・Los Angeles 

～ in Hawaii です。 

ROTARY CLUB SONG 

君   が   代 
奉 仕 の 理 想 

委員会報告

出 席 報 告
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