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会 長 告 知 

☆ 司会進行 SAA 細川幸三 君 

 

＜ゲスト＞ 

＊小池知明 様 

1981.11.18 生 

略歴 

・藤田小学校→大成中学校→日高高校→立命館大学 

・小学校 3 年生より、高校 3 年まで野球部に所属。 

日高高校時代の 2 年生の秋には、捕手として和歌山県大会

2 位で近畿大会出場（春のセンバツ甲子園出場ならず。） 

・2004 年 11 月公認会計士試験合格 

職歴 

2004.12～2007.7：みすず監査法人（旧中央青山監査法人） 

2007.7 月～2011.9：有限責任監査法人トーマツ 

2011.11：地元御坊市にて小池公認会計士・税理士事務所

を開業 

201.4～：日高総合経営センター 所長。 

2012.6 御坊ロータリークラブ入会。 

 
 
会長 龍田安廣 君 

 

こんばんは。次の例会日は、「御坊花火」栗林久一君宅にて

BBQ 例会を開催しす。又、次の 29 日は 2640 地区ガバナー 

北中登一様が公式訪問されますので、皆さん宜しくお願い申

し上げます。 

本日はゲストとして、 

御坊 RC 会員でもある、 

公認会計士の小池 

知明様をお迎えして 

おります。後程卓話の 

程よろしくお願い致します。 

さて、本日も世間の話題は 

沢山ありますが、その中でまず、ロンドンオリンピックの日本の

結果を（メダル数）金 7 個、銀 14 個、銅 17 個の合わせて 38

個ということで、史上初のメダル獲得数となりました。東京では

初めて選手のパレードが行われました。ちなみに 50 万人とい

う人出だということです。いかに注目度が高かったのかが分か

りました。 

変わりまして、高校野球は春夏続けて同じ組合せが決勝戦

で行われます。これも又、史上初ということであります。対戦校

は、大坂桐蔭対光星学院であります。私は隣りの大坂桐蔭を

応援したいと思っております。皆さんはどうでしょうか？ちなみ

に、元御坊南 RC 会員近田様の息子さんが大坂桐蔭でメンバ

ーとして出場しています。注目したいと思います。 

お盆も過ぎ、暑さもだんだんと弱くなってくると思いますが、

まだまだ暑い日があります、お体には十分気を付けて暑い夏

を無事超して下さい。以上で告知と致します。 

 

  幹事 小池佳史 君 

○8/29 は、ガバナー公式訪問です。よろしくお願いします。 

○ロータリーレート 1 ドル=80 円 

○地区大会の案内が来ています。予定に入れて下さい。 

○例会変更 

＊海南東 RC 2012.9.3（月）PM7:00～海南商工会議所 4F 

＊有田 RC  2012.9.20（木） 休会例会変更 

 

 「監査法人のあれこれ」 

公認会計士 小池知明 様（御坊 RC） 

近年、最も注目を浴びているのが、IFRS（国際会計基準）の

導入コンサルティングです。 

これで思い出されるのが 2007 年 3 月期より、日本に導入さ

れた「内部統制監査」です。 

これは、端的に言うと、「財務諸表が正しい」ということ以外に、

「財務諸表を作成するための会社の管理体制には問題があり

ません。」ということについて会計士が監査する必要ができた

ものです。 

具体的には、従来は決算書の数値を見て問題なければ

OK でした。 

内部統制監査が始まってからは、売上を出荷時点で計上して

いるのであれば、工場にいって出荷伝票と運送会社による受

取書を束ごともらい、売上データの日付と一致しているかを確

認したり、仕入伝票の正確性を確認するために購買課長が押

印するというコントロールがあれば、仕入伝票を 50 枚準備して

もらい、押印があるかどうかを確認したりと、かなり事務的で無

意味とも思われる仕事が増えました。 

当初は、「内部統制監査を行うことによって、財務諸表の信

頼性も向上する。」とのことでしたが、ふたを開けてみると、あま

り効果はなく、「会計事務所を儲けさせただけ」との批判を受

けました。 

今回は IFRS 導入ですが、これは何かというと、 

世界的に会計の基準を統一しようという潮流があります。 

今、世界に存在する主な会計基準は、国際会計基準（IFRS）、

米国会計基準、日本基準です。 

資本市場もグローバル化していることから、同じものさしで世

界中の会社の業績を図るために会計基準を統一しようとい潮

流がありますが、統一するものは国際会計基準（IFRS）である

と世界的な合意が得られています。 

EU 域内、オーストラリアでは 2005 年より、カナダ・韓国では

2011 年より義務化、主要国で、強敵的な適用時期が決まって

いないのは米国と日本だけです。 

本日のプログラム 

幹 事 報 告



 

 

なし8月1日 の修正出席率

15名 1名 0 93.3%14名

会員数 欠席者 免除会員 出席率出席者

米国が態度を表明しない限り、日本は表明しない。 

日本は 2015 年 3 月期からというのが既定路線であったが、

米国の態度表明が遅れていることもあり、遅れている。 

具体的などんな影響があるかというと、 

・売上計上→出荷基準から検収基準へと。背景 

・固定資産の評価方法→取得原価主義 or 時価主義 

・利益の概念。日本は獲得利益のみ。IFRS では有価証券の含

み益だけ。結局儲かるのは、監査法人とシステム会社 

●海外税務リスクの増大について 

・上場企業の決算では、「税務調査の指摘で追徴課税を受け

るであろう金額を見積もって、損失として計上しなければならな

い」 

・近年特に多いのが 

移転価格税制である。 

・各社では文書化で 

必至になっている。 

●監査法人の不祥 

事と取り巻く環境 

・オリンパス事件が 

あった。 

あの問題の本質は何であったかというと、過去の財テクの損

失を隠すために、ファンドを作ったりして海外に資産を映して

損失がばれないようにし、最終的には、外国の子会社を買収

する際の支出費用とうやむやにしてしまった。 

・当時の監査人は、新日本監査法人とあずさ監査法人。おそ

らく発見は無理。 

・（ここからは私見）金融庁は近年検査を強化。 

監査法人がきちんと監査をしているのかということを見に来る。 

彼らとしては不祥事が起こったら行かざるを得ないというのが

実情。 

グローバル企業の会計監査の特徴 

・子会社監査人に対するコントロール→各社の FS が合算して

連結財務諸表になる。このため、全員が監査を終えることがと

ても重要。韓国の監査人はスピーディで優秀。米国はおそい

けど、ものすごく激しく監査をする。イタリア、中国あたりが一番

だめ。 

・会計基準の統一性に対する検討→もし Local の会計基準で

あれば、日本基準に修正が必要。特にタイやインドネシア等、

東南アジア各国についてはかなり難しい。 

・各国の市場に関する理解→監査で最も重要なことは、「会社

のリスクを評価すること」なので、市場の特性などはきちっと把

握する必要があるが、難しい。 

●御坊市での近況。 

現在は、税理士業務をメインで行っている。 

仕事としては、他の税理士の先生方と変わらない。 

・趣味は料理。食べること。梅田の料理教室にも通っている。 

将来は御坊で料理教室を開いてみたいといっている。 

 

  
【会員組織委員会】 尾崎達哉 君 

例会終了後委員の方お集まり下さい。 

【奉仕プロジェクト委員会】 玉置幸史 君 

 先日 19 日に社会奉仕委員長会議があり出席してきました。 

○識字率向上運動 

 書き損じハガキ、未使用切手、テレカ等 

 前年度実績ハガキ 3,000 枚切手 44,218 円 テレカ 485 枚 

 以上国内で現金化 520,000 円 他現金分等含め合計 

973,000 円をユネスコへ 

○献血推進活動 

 他の団体（LC 等）がすでにとりくんでいる、という意見がよく

聞かれる。（御坊 RAC では 30 数年前から取り組んでいる。ロ

ータリーの方が早くから取り組んでいるということ。） 

ロータリーの「アイ・サーブ」の理念で協力をお願いしたい。 

以下会議資料より 

 ＊人道の敵・四つの戦い（哲学者  ジャン・ピクテ） 

   1.利己心  2.無関心 3.認識の不足 4.想像力の欠如 

  まさにロータリアン貴方の敵 自分にあてはまらないか？ 

 ＊赤十字思想  献血は人道支援 

 ＊献血運動、活動   社会貢献  奉仕活動は地域社会の

一員として自覚と責任が生まれる。 

   自分のことより人々の事を考える人になる。 

   人と人とが助け合う心をも育む。 

  献血 日本…善意の無償行為 

  外国…有償の人道支援（ドイツ → 一回 5,000 円の有償） 

○ストップ・エイズ運動 

○クラブ社会奉仕委員長会議に出席して 

  他のグループでは、奉仕活動の予算、奉仕活動の継続の

問題、他との合同事業の問題等、興味ある内容の討論をされ

ていたようで、時間が無ければテーマ別のグループ討論もあ

ってもいいのかな・・？と思いました。 中でも大阪赤十字セン

ターの安原氏の話には、短い時間でありながら大変心に残る

内容で、ロータリアンでないのに、「アイ サーブ」「人道の敵・

四つの敵」等の内容・・・あらためてロータリアンとしての自覚

というものを考えさせられました。 

 【クラブ運営管理委員会】 白井 勇 君 

 8 月 25 日（土）親睦花火鑑賞例会を開催致します。 

 

  SAA  細川幸三 君 

◇御坊南 RC 田渕光彦君 ロータリーゴルフコンペで優勝し

ました。 

◇龍田安廣 君 小池様をお迎えし後程卓話お願いします。 

◇細川幸三 君 まだまだ暑い日が続きます。体調管理気を

付けて下さい。 

◇小林隆弘 君 おはようサイクリング 5 日間頑張りました。 

◇白井 勇 君 暑さ朝夕少しましになりました。小池様本日よ

ろしくお願いします。 

 

  出席委員会  雑賀鈴夫 君 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

次回例会のご案内 
★9/5 例会は休会です。 

★9/9(日)は例会日を変更して 

３クラブ合同奉仕事業として 

中津ドームで行われます。 

出 席 報 告

ニ コ ニ コ 箱

委員会報告 


