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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 10 月月月月 5 日日日日))))    第第第第 2896 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    生田達一生田達一生田達一生田達一君君君君    演演演演        題題題題：「：「：「：「真真真真のののの““““職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕””””がががが    ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを救救救救うかうかうかうか」」」」        先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2895 回回回回 ’’’’12 年年年年 9 月月月月 28 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：前田昭生君前田昭生君前田昭生君前田昭生君    演演演演        題題題題：「：「：「：「法人企業法人企業法人企業法人企業のののの決算書決算書決算書決算書」」」」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        大河内勝彦君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「手に手つないで」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  寺島淳一君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト        2013～14 年度青少年交換学生 候補生 成田浩規君    会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名   9 月 7日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   21 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    12 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   62 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     8 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率  87．32%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率   100% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 寺島淳一君（尾西ＲＣ）、篠田廣君、滝川林一君（名古屋清須ＲＣ）、加藤則之君、稲垣宏高君、野々山勝也君（エコキャップ活動）、篠田廣君、稲垣宏高君、鈴木吉男君、矢田潔君、寺島淳一君、大河内勝彦君、伊藤哲朗君、山田勝弘君、堀田力男君、加藤隆朗君、浅井彦治君、住田正幸君、加藤泰一郎君、片岡鉄君（60 周年実行委員会）、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、加藤隆朗君、住田正幸君、滝川林一君、山田勝弘君、八谷潤一君（60周年式典委員会）、篠田廣君、稲垣宏高君、鈴木吉男君、矢田潔君、寺島淳一君、服部昭三君、住田正幸君、小林啓子君、大河内勝彦君、伊藤哲朗君、山田勝弘君、堀田力男君、加藤隆朗君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、片岡鉄君（第 3 回理事会） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶     篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長     皆さん今日は。日中はまだまだ暑いですが、朝夕は秋の気配が感じられるようになりました。本

日も多数ご出席いただきありがとうございます。昨日、ロータリーゴルフでしたが、近年まれにみる 5 組という多数の参加者で児玉会長も大変喜んでおられ、幹事の伊藤幸蔵君もご苦労様でした。  さて話は変わりますが、秋の夜長は読書です。これから時々皆さんと一緒にロータリーの勉強をしていきたいと思います、最近の Rotary News の中で「今ロータリーの世界で最も注目しなければならないことは、ロータリー創始後100 年以上経て社会構造が変化し、何よりも人や社会に対する意識が変わってきていることであり、特に事業や専門職業の世界が激変していることである」と述べています。そして若い世代や婦人層の間に世代間の意識や感覚に大きなギャップが生じており、社会や文化に対する相互の認識や価値観が異なってきていることを指摘しています。このような価値観の違いや矛盾を埋めるためには、私たちはその要因である根本的な問題を認知し、充分に話し合い、ロータリー世界の理解を進めない限り、今後のロータリーの発展は望めないと思われています。昨今、ロータリーに関して、充分知識と理解を持たないロータリアンが増え、クラブ内で充分な話し合いもできず、ロータリーを去っていく人が多いことは誠に残念なことです。そこで私たちは、本当にロータリーを理解し、リーダーシップを持ったロータリアンとして活動していくためには、ロータリアンの一人一人が自発的に自覚を持って「ロータリーの何たるか」を話し合って積極的な活動を積み重ねていくことが肝要です。そのために私が会長エレクトの折受けた「ＲＬＩ（Rotary Leadership Institute）」の研修方法やカリキュラムに沿って、今後皆さんと一緒に勉強していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  



     

 

- 2 - 第 2896 回例会                   

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告     稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事    1. 本日 28 日、60周年記念式典会場現地打合せをウェスティンナゴヤキャッスルで行います。4 時 27 分津島発名鉄電車で向かいます。現地へ直接行かれる方は 5時 30 分現地集合でお願いいたします。 2. 10 月 3 日、地区クラブ奉仕委員長会議に山田勝弘委員長に出席頂きます。 3. 10 月 3 日、地区国際奉仕委員会に鈴木吉男地区委員長に出席頂きます。 4. 10 月 4/5/6 日に、台北滬尾ロータリークラブアンガス国際奉仕委員長が訪問されます。懇親会等企画しておりますので、ご出席できる方は、事務局までご連絡ください。 5. 60 周年周年記念講演会のチラシをお配りします。また、ポスターも出来上がっておりますので、会社等に貼っていただける方は、事務局にてお渡しいたします。 6. 本日、次年度青少年交換派遣候補生の成田浩規君にお越しいただいております。 7. 10 月 5 日、60周年祝賀会委員会を「みやこ」にて開催します。担当の方はご出席ください。 8. 次週例会終了後、理事会がございます。お忘れのないようお願いいたします。 9. 次回の 3 分間スピーチは鶴見治貞君です。よろしくお願いいたします。 10.10 月のロータリーレートは１ドル 80円です。 以上です、よろしくお願いいたします。  ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2892892892895555 回回回回    三輪孝秀三輪孝秀三輪孝秀三輪孝秀ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 ①60 周年式典に向けてがんばりましょう。②成田浩規君をお迎えして。③本日も宜しくお願いします。 後藤務君 10 月 5 日インドネシアの新工場の地鎮祭を行います。 浅井彦治君 ロータリーゴルフでハンディキャップに恵まれて優勝しました。会長賞も素晴らしい品を頂きまして家族でありがたく頂きたいと思います。 浅井賢次君 ①昨日は松崎先生に大変お世話になり、有難うございました。助かりました。②息子が昨日のロータリーゴルフで優勝させて頂いたそうで篠田会長より又特別賞を頂き有難うございました。これに懲りずに又誘ってやって下さい。③先日事務局、庄司さん佐藤さんにコピーのお世話になりました。④写真が載りました。 

服部昭三君 ①わが家の盆栽の梅を事務局で立派な梅酒にしていただいて。②本日の前田昭生さんの卓話を楽しみにしております。 前田昭生君 本日卓話を担当します。 寺田妟章君、松崎安孝君、加藤隆朗君 中野君おいしい天然うなぎありがとうございました。お世話になりました。 小林啓子君 次年度青少年交換派遣候補生の成田浩規君に出席していただきました。 住田正幸君、高木輝和君、児玉昭君、水野憲雄君、野々山勝也君、余郷利彦君、寺島淳一君、加藤隆朗君、梶浦興蔵君、稲川明俊君、矢田潔君、古川弘一君、遠山孝義君、佐藤栄一君、宅見康悦君  ウィークリーに写真が載りました。 余郷利彦君、生田達一君、城正憲君、横井知代君、八木秀雄君 その他。             猪飼充利君猪飼充利君猪飼充利君猪飼充利君                                    
 卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：前田昭生君前田昭生君前田昭生君前田昭生君    演演演演        題題題題：「：「：「：「法人企業法人企業法人企業法人企業のののの決算書決算書決算書決算書」」」」    今年 2 月 1 日に中小企業庁から中小企業の会計に関する基本要領（以下、中小会計要領という）が公表されました。これは中小企業の会計処理に関する基準を示したものです。 これを受け、6 月 21 日に「中小企業経営力強化支援法」が国会を通過し、8 月 30 日から施行となり、これから徐々に浸透してゆくものと思われます。 従来から最近はそうでもありませんが、中小企業では、決算書は税務申告の手段としての位置づけが強く、決算書にそれ程重きを置いていなかったように思います。 そこでこの法律では、公表された「中小会計要領」に従って、日々の取引を適時に正しく処置した結果、作成された決算書には、担保力を認め、またその決算書を経営戦略や経営管理に役立て、有効利用する企業を応援してゆこうとするものです。弱者救済型政策の時代は終わり、自助努力する企業を応援しようというものです。 

 内容は書面に値しない… なんちゃって、カッコイイ!! 



     

 

- 3 - 第 2896 回例会                   

ところで、中小企業の定義ですが、立場によって違います。 イ）会社法上では、資本金 5億円未満または負債総額 200億円未満 ロ）法人税法では、資本金 1億円以下 ハ）「中小会計要領」を公表した中小企業庁では「中小企業基本法」により定義しております。 今回、この中の「中小会計要領」が公表されたのですが、では、中小企業には会計処理の基準がなかったのかと申しますと、そんなことはありません。大企業と共通の企業会計基準というものがありました。ところが、時代が大きく変化しグローバルな時代に入り、国際会計基準が要求され、さらにその国際会計基準の毎年の改正の影響を受け、企業会計基準が複雑で利用しにくいものになってしまいました。 そこで今回公表された「中小会計要領」は、大企業の企業会計基準を簡易化し、国際会計基準の影響を遮断しております。具体的には確定決算主義を堅持し従来からの取得原価主義や法人税法をふまえた基準になっております。 今日はその説明はいたしませんで、決算書というものが、どのような流れで作成されてゆくかについて、お話をしたいと思います。  (１)決算とは ①企業の関係者は、その企業の業績や財政状況が知りたい。 ②継続企業を人為的に期間を区切って計算表示する。 ③中心的な決算書  損益計算書（一定の期間での収益の額から費用の額を控除して当期損益を計算表示する）  貸借対照表（一定の時点での資産・負債・純資産の状況を表示する）  (２)決算書作成までの流れ                  

(３)仕訳の原則 増加の場合 左側(借方) 右側(貸方) 資産 負債 資本(純資産) 費用 収益 ※減少の場合は貸借が反対となる。  決算書の各勘定科目は 上の五つのグループの いずれかに所属する                (４)新規取引先から大口の商談が入った場合 その取引先決算書のどの部分をチェックしたらよいか。                         

 取引    補助簿             現金出納帳             銀行預金出納         受取手形記入             売掛金管理表             支払手形記入             買掛金管理表 仕訳帳       （主要簿） 総勘定元帳   試算表      （決算手続） 決算書 

貸借対照表項目 損益計算書項目 

≪仕訳例≫ 借方         貸方 ①建物減失損 ××   建物   ×× ②ｲ)給料   ××   現金   ××  ﾛ)給料   ××   未払費用 ×× ③ｲ)現金   ××   売上   ××  ﾛ)売掛金  ××   売上   ×× ④未払費用  ××   現金   ×× ⑤普通預金  ××   売掛金  ×× ⑥当座預金  ××   受取手形 ×× ⑦現金    ××   普通預金 ×× 

貸借対照表 2012 年 8 月 31 日          単位：千円 資産の部 負債・純資産の部 Ⅰ流動負債 支払手形      2,000 買掛金       2,500 未払費用          1,000 預り金              300 前受金            1,000 未払法人税等        300 Ⅱ固定負債 長期借入金        8,000 役員借入金        2,000 負債合計       17,000 Ⅰ株主資本 資本金           10,000 利益剰余金        利益準備金      1,500       別途積立金      1,000     繰越利益剰余金    500 

Ⅰ流動資産 現金及び預金    3,500 受取手形        1,500 売掛金          3,000 商品            1,500 前払金            800 貸付金            700 Ⅱ固定資産 （有形固定資産） 建物            5,500 車両            3,000 土地            9,000 （無形固定資産） ソフトウェア      700 （投資その他） 差入保証金        600 Ⅲ繰越資産 開発費            200 純資産合計 資産合計      30,000 負債・純資産合  30,000 
 

資金の調達源泉

 

資産の運用状況

 

0
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おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■60606060 周年周年周年周年広報記録広報記録広報記録広報記録委員会委員会委員会委員会    10101010 月月月月 12121212 日日日日（（（（金金金金））））18181818：：：：00000000～～～～    「「「「朝日寿朝日寿朝日寿朝日寿しししし」」」」    

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2897 回回回回    ’’’’12 年年年年 10 月月月月 12 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学委員長委員長委員長委員長    伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗君君君君    講講講講        師師師師：：：：地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員                 鮑鮑鮑鮑□□□□吉徳吉徳吉徳吉徳（ボルジド）君君君君                         （（（（名古屋栄名古屋栄名古屋栄名古屋栄ＲＣＲＣＲＣＲＣ））））                 米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    周夏周夏周夏周夏(シュウ カ)君君君君 演演演演        題題題題：「：「：「：「夢夢夢夢とととと現実現実現実現実」」」」 

                       そのそのそのその他他他他                                                                                                                                    

              2012～13年度第3回ゴルフ会は、9月27日（木）に桑名ＣＣで開催され、上位 3 名は下記の通りでした。  10 月は 24 日（水）の西尾張分区親善ゴルフコンペとなります。13名の方が参加します。11月は29 日（木）の予定です。                   「「「「第第第第 3333 次野田改造内閣次野田改造内閣次野田改造内閣次野田改造内閣」」」」    10 月 1 日夕、野田第三次改造内閣が正式に発足しました。野田首相は改造の狙いを「山積する内外の諸課題に対処する上で、政府・与党の連携を深め、内閣の機能強化を行う」と説明。衆議院の早期解散に追い込みたい野党は対決姿勢を強めているようです。  40 年前に日中国交正常化に尽力した故・田中角栄元首相の娘・田中眞紀子氏が文部科学省に起用されました。他に、松下政経塾出身者が 5 人となり、首相と関係が深い議員の処遇が際立つとも報道されています。      画画画画・・・・ 文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                  

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 浅井彦治 40 47 87 20 67 2 位 三谷栄一 43 47 90 20 70 3 位 高木輝和 44 43 87 12 75 
 

損益計算書 自平成 23年 9 月 1 日 至平成 24年 8 月 31 日  単位：千円 項目 金額 30,000 22,500 7,500 6,600 900  120  220 800  100  300 600 200 

売上高 売上原価   売上総利益 販売費及び一般管理費   営業利益 営業外利益  雑収入 営業外費用  支払利息   経常利益 特別利益  固定資産売却益 特別損失  固定資産除却損 税引き前当期利益   法人税・住民税   当期純利益  400 
 

項目 金額 給料手当 通信費 租税公課 リース料 交際費 法定福利費 減価償却費 消耗品費 水道光熱費 会議費 雑費 
4,700 150 150 150 200 300 350 200 100 100 200  計 6,600 

 

販売費及び一般管理費の内訳 単位：千円 

 12 月 8 日に開催する山崎直子さんの津島ＲＣ創立 60 周年記念講演会のポスター、チラシ、整理券ができました。 
小林啓子新世代委員長と次年度青少年交換学生候補生の成田浩規君。 

相羽あつ子親睦委員が、急遽代理で出席報告しました。 

9 月の司会担当が、やっとできましたと、日比一昭会場委員。 滝川林一副会長 

山田勝弘60周年 実行長副委員長 


