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第 1740 回 例会 4 月 15 日（月） 

 

◇点  鐘   

◇ソ ン グ  “奉仕の理想” 

◇ゲスト並びにビジターのご紹介 

 ビジター：高岡RC 塩崎 吉康 様 

◇会長挨拶並びに報告 

 皆さんこんにちは。桜は色あせてきましたが、まだま

だ古城公園の中の方はきれいに見られます。1年のうち

で大変短い時間ですが、楽しんでもらいたいと思います。 

 本日は、塩崎さまどうもありがとうございます。 

 残念ながら、高岡大和が8月25日で閉店するそうで

す。以前から客数が少ないと思っていました。地下の食

品売り場だけ賑わっており、他の売り場はさっぱりだっ

たので、これは時間の問題かなと思っていました。私は

小さい頃、母に連れられて大和に行くことを楽しみにし

ていました。最盛期の時は屋上に遊園地があり、楽しか

ったことを覚えています。 

 また先日、東となみRCの40周年記念式典に幹事と

三楽園に行ってきました。大変きれいな桜で、ちょうど

いい時期でした。東となみRCの会員数は18名ですが、

大変立派な式典でした。まず3名の女性のハープ演奏に

続き、永年在籍表彰、ガバナーの祝辞などありました。

会員数は少ないですが、見事に催されていまして感心し

ました。それに加えて、砺波市、南砺市に50万円ずつ

絵本を買うために寄付をしていらっしゃいました。我々

も、このノウハウをお聞きし参考にしてもよいのではな

いかと思いました。その中で、三楽園のオーナーが会長

だったこともあり、食事は大変良かったです。 

食事の話つながりで、イギリスの大手の職に関する市

場調査をしている会社があり、面白い話がありました。

国や地域別にどこの食事が高い評価を受けているかが出

ておりまして、24カ国25,000人の中での人気のトップ

は、イタリア料理が84％、2位は78％で中国料理、3位

が71％で日本料理でした。4位はタイ料理、5位はフラ

ンス料理だそうです。支持率の高い料理は、日本人はや

はり日本料理が高い支持率で94％、次いで中国料理が

88％、イタリア料理が85％、フランス料理が68％、韓

国台湾料理では、ともに66％でした。調査会社の名前は

ユーカブという大手の会社です。どの国、どの料理もそ

の地域で一番おいしいと感じる料理が1番ではないかと

のことで、一番辛口の評価をするのは日本人と中国人だ

そうです。 

 

◇本日のプログラム（担当：親睦活動） 

会員卓話「株式会社と公認会計士と監査」  

 海下 巧 会員 

 こんにちは。初めての卓話なので緊張しております。

最初聞いた時は何を話そうか迷いましたが、最初なので

少し固い話をしようと思います。 

 株式会社と公認会計士と監査ということで、公認会計

士がどのような仕事をしているかお話させて頂きます。 

 内容は、1番目にいまさらですが、株式会社とはどの

ようなものか、2番目に公認会計士と監査、3番目に有

価証券報告書の紹介をしたいと思います。 

 まず株式会社とは、1つは社員たる地位が細分化され

た割合的単位が株式で表され、社員たる株主は出資を限

度とした有限的責任しか負わない営利社団法人である。

会社法という法律があり、昔の商法ですが、商法の世界

では社員といえば、会社のオーナーを指します。一般的

に社員と言うと従業員であって、会社法の世界では使用

人という言葉になります。なので、社員と言うのは会社

の持ち主になります。株式会社はこの社員というものが

株式という簡単な単位で表わされる特徴があります。オ

ーナーである株式は出資を限度とした有限責任にしか負

わないので、会社がどれだけ大きな借金を作って倒産し

ても株主はそれを負うことはないというのが特徴です。

あと、2番目に営利社団法人であるということは、いわ

ゆる、儲けるということだけではなくて、儲けたお金を

株主に分配するということが営利という言葉になります。



社団は団体、法人とは法律で認められている人格、つま

りあたかも人間と同じように扱うということです。特徴

としては、株式会社と比較するにあたり、まず個人商店

は個人が元手を出資し、オーナーはその個人になります。

経営はもちろんその個人で、個人が開発し、営業し、意

思決定します。個人商店は所有と経営が一致しているの

が特徴です。事業が失敗したとき、責任を負うのはその

個人です。たとえば、1億円の負債で倒産した場合、そ

の借金1億円は自分の財産を使ってそれを支払わなけれ

ばなりません。債権者からすると、その個人商店だけで

はなく、個人に対しても借金返済を求められます。これ

を直接無限責任と言います。もう少し大きくなると合名

会社と言うのがあり、共同経営です。たとえば、Aさん

BさんCさんが共同で会社を経営するとしてAさん1

千万、Bさん1千万、Cさん500万出資し、2500万円

で会社を経営するとします。また、お金でなくても、ア

イディアや営業力などの出資でもかまいません。Aさん

BさんCさん全員がオーナーとなり、業務執行役員とな

ります。合名会社においてもオーナーと経営者が一致し

ています。事業が失敗したとき、たとえば1億円借金を

して倒産したとしたら、AさんBさんCさんが連帯して

それを返さなければなりません。債権者からすると連帯

というのはそれぞれに等分して返済を求めてもいいし、

Aさんがお金を持っていそうなので5千万円と言っても

いいし、AさんBさんに五千万円ずつでCは免除という

こともあり得ます。それが連帯責任です。ABCそれぞれ

が無限責任を負っています。ポイントはAさんBさんC

さんが信頼関係がなければなりません。人的つながりが

あると言います。会社法では個性があると表現します。

合名会社は人的会社とも言います。また、たとえばCさ

んがXさんに譲るとしたら、AさんBさんに承諾を得な

くてはなりません。仮に利益がでると分配をしなければ

なりませんが、それは適当に決めてもよいです。極端な

ことを言うと、もともとの出資額を超えても配当しても

よいです。社員である持ち主は出資を払い戻しすること

ができます。やめる場合、他の持ち主の承諾を得れば払

い戻しを受けることができます。もう少し大きくなると

合資会社という、合名会社と同じなのですが、AさんB

さんは出資し経営しますが、CさんDさんはお金だけを

出す場合、これを合資会社と言います。CさんDさんの

目的は配当金だけです。AさんBさんは所有と経営が一

致します。もし事業が失敗したときどうなるかと言うと、

AさんBさんは無限責任者として自分の家を売ってでも

借金を返さなければなりませんが、CさんDさんは最初

に出したお金は戻りませんが、それ以上の借金は負いま

せん。有限責任者です。AさんBさんは無限責任を負い

ますので、お互いを信頼していないと会社として成り立

ちません。持ち分をだれかに譲りたいときは、AさんB

さんは他の全員の承諾が必要ですが、CさんDさんはA

さんBさんの承諾のみで、他の承諾は要りません。配当

は、適当に決めてもよいです。やめたいときは他の社員

の承諾を得て払った出資額を戻してもらうことができま

す。ここまでは合資会社です。 

 一般的なビジネスとしては、借金を作ったら返すのが

当たり前ですが、ここで、株式会社が出てきます。合資

会社の発展形と思っていただければいいですが、株式会

社において社員とは株主を言いますが、株主は初めから

お金を出すことしかしません。経営をする意思も能力も

ありません。1株いくらという単位を作り、それぞれ出

資をします。実際はだれが経営するかと言うと、経営の

プロに任せます。取締役といいます。取締役は株主であ

る必要はありません。株主は株主総会で基本的なことだ

けを決定します。たとえば、対等合併や利益処分の決定

をします。ここで、所有と経営が分離します。オーナー

と社長・副社長は全く別の人が行います。事業が失敗し

たときは、株主は最初に出した出資額しか責任を負いま

せん。間接有限責任といいますが、なにも責任を負いま

せん。債権者からすると、会社の財産で補ってもらうし

かありません。従って、例として資本金が1千万円の場

合、これは維持しなければなりません。これを払い戻す

ことはできません。これを株主有限責任、資本の維持と

言います。人間的な信頼関係は要りませんので、物的会

社と言います。先ほど言いました通り、債権者としては、

自分の貸したお金の担保は会社財産だけなので、他の合

名会社や合資会社と違い、出資の払い戻しができません。

そのかわり、株主は他の誰かに株を売ることができます。

株式譲渡自由の原則と言います。他の会社は必ず誰かの

承諾が必要でしたが、株式会社はだれの承諾も要りませ

ん。得られた収入は株式数により分配されます。適当に

決めることはできませんし、出資の額を超えて分配する

ことはできません。変わっているのは、オーナーである

株主は借金に対して負担しません。最初に出資した額は

損するかもしれませんが、それ以上負担することはあり

ません。なので、逆に言うとお金を出す方にすると非常

に不利になります。倒産したとしても債権者は会社に対

して返済を求めることができません。これは非常に変わ

っている会社です。株主にしては安心して出資できます。

最初にお金を出せば、それ以上負担することがないので、

安心して投資ができますし、人間的な信頼関係も要りま

せんので、どこの誰でも出資することができます。結果、

何を目的に株式会社を作ったかと言うと、社会に分散し

ている小額の資本を集めて大規模な経営をすることがで

きます。合名会社、合資会社は個人的な信頼が必要なの

で、その人たちの資力に頼らざるを得ません。小規模な

ビジネスしかできません。それに比べて、株式会社は最

初から大規模なビジネスを行うことができます。このた

めに株式会社ができました。資本主義社会です。 

 たとえば日産はどこかに工場を作る場合、いきなり30

億円の出資を募ることができます。世界中から出資を募

り、増資することができます。株式会社の最大の特徴が

そこになります。 

 一つ問題があり、所有と経営が分離していることです。

株主は経営に興味がなく、経営者は取締役が行うので、



株主にとっては、経営者が本当のことを言っているかど

うかが分かりません。決算書を作ってもそれが事実かは

分かりません。そこで必要になってくるのは公認会計士

の監査です。くだけた言い方をすると、株主の依頼を受

けて会計士が経営者の作った決算書を監査する役割をも

ったものが公認会計士です。公認会計士法の1条に書い

てありますが、独立した立場、要は第三者として情報の

信頼性、決算書が正しいかどうかを監査します。よって、

国民経済の健全な発展に寄与します。第2条第1項に、

会計士の独占業務が書かれており、公認会計士は他人の

求めに応じ、報酬を得て財務書類の監査又は証明を行う

ことができる。国家によって独占を認められています。

先進諸国で独占業務を認められているのは、医者、弁護

士、公認会計士です。ただ、独占を認められているのは、

大会社だけです。公認会計士監査を求めている法律は、

会社法（商法）、金融商品取引法（証券取引法）がそれぞ

れ別に公認会計士の監査を受けるように定めています。

会社法のの大会社の定義は資本金5億円以上または負債

総額200億円以上の会社、会社計算書類（決算書）につ

いて公認会計士の監査を受けることになっています。金

融商品取引法では、次のいずれかの会社、上場会社、伝

統登録会社、株主数が500名以上の会社のどれかに当て

はまる場合、公認会計士の監査を受けなければなりませ

ん。対象は有価証券報告書というものがあり、その経理

の状況という決算の部分です。上場会社は会社法上の大

会社ですので、公認会計士から2種類の監査報告書をも

らうことになっています。先進国では日本だけで、他の

先進国は1種類のみです。債権者保護するための法律が

商法で、それが会社法になり、立法主旨がコーポレート

ガバナンスになっています。金融商品取引法は上場会社

を取り締まる法律です。監査には関係ありませんが、も

うひとつ税法があり、課税の公平を主旨としています。

日本の決算はこの3つの法からなっています。 

 実際の監査報告書は、非常に簡単です。総合的な結論

を言うだけで、全体的に大丈夫かどうかです。ほとんど

同じ文言で、違うのは日付と会社名ぐらいです。同じ文

言ということで、どの会社も同じぐらいの監査を受けた

ことになります。結論は、「全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める」となります。逆にいえば、

少しの違いがあります。理論上は適正に表示していない

という監査報告書も存在しますが、上場廃止になるので、

直してきます。なので、全ての会社が同じ監査報告書と

なり、違うのは会社の名前程度です。 

 最後に有価証券報告書を見ていただきましたが、120

～150ページほどあります。会計士が見るのは決算報告

書のみなので、70ページほどです。今話題の日産のカル

ロス・ゴーン社長の件ですが、有価証券報告書の役員報

酬の欄に虚偽があり、逮捕されていますが、幸いなこと

にその欄に公認会計士の監査は必要なく、会計士が非難

されることはありませんが、東芝事件については、会計

士の監査対象に虚偽があったので、会計士は何を見てい

たのかと非難がありました。 

◇幹事報告 

１） 配布：①会報NO.29、30 

   ②5/20（月）創立記念例会のご案内 

   ③4/22（月）クラブアッセンブリーのご案内 

２） 回覧：①5/11（土）第10回富山第4分区ゴルフ 

   大会出欠確認表 

   ②5/19（日）5RC親睦ゴルフ大会出欠確認表 

 

◇ニコニコBOX報告 

高岡ロータリークラブ 塩崎吉康様： 

今週の土曜日の利長公シンポジウムのPRに参上

いたしました。是非ご参加よろしくお願い申し上

げます。 

荻布幹事：先日の西クラブとの合同例会ご出席皆様ご苦

労様でした。親睦委員長の吉谷さん、本当にお疲

れ様でした。 

勝山 功君：タイガーウッズがマスターズで優勝しまし

た。今日はマスターズのネクタイを締めてきまし

た。 

野尻信晴君：投票所に行きました。「ネィちゃん、ネィち

ゃん、何と書くがやったけ」「早や忘れたがけ」と

いう会話がありました。老人と嫁さんらしかった

ワ。 

山辺知代君：北麗会の集まりで幸塚会長宅にてすばらし

い景色とおいしいお食事を楽しみました。ありが

とうございました。それから本日早退いたします。 

中村勝治君：4月 8日の父の葬儀にお参り頂きありがと

うございました。 

吉谷奈艶子君：①先日北麗会があり、幸塚さんのお宅で

お花見ランチをしてきました。とても楽しかった

です。帰りがけに野尻さんの奥様に「野尻さんの

会長年度に幹事をします、吉谷です。」と挨拶に行

ったら「知らない」と言われ、「そのころには夫婦

してないから」と言われました。夫婦はよく似ま

すね。 

②先日の西RCさんとの合同例会にご参加の皆様

ありがとうございました。せっかくクイズ問題を

作ったのに、副親睦委員長に全て却下されました。

でも楽しんでもらえてよかったです。 

島 幸美君：遅刻してすいません。チョットデートして

きました。 

上田正宙君：塩崎先輩、ようこそ。塩崎先輩の顔がだん

だん利長公に見えてきました。ニコ BOX の会計

が足りませんので、あと 20 回ほど PR に来てく

ださい。 

【今年度ニコBOX累計額  420,000円】 

 

◇出席報告  出席者 28名 メイクアップ済 0名 

 

名誉会員 会員数 本日の出席率 
4/1 例会 

修正出席率 

1名 39名 82.35 ％ 84.85 ％ 


