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第 2597回例会

≪司 会≫

≪合 唱》

≪BGM≫

≪ゲス ト≫

≪ビジター》 なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

12月 3日  長島秀親君

結婚記念 日

該当者なし

≪会長挨拶≫

皆さん こんにちは

早いもので今年も残 りひと月となってしまいました。

12月 16日 の衆議院選挙もあつて慌ただしい年末を

迎えます。14党が乱立するこの選挙は各党の様々な政

治課題に対する姿勢が複雑に絡み合っていて判 りにく

い上に、まだ投票 日までに選挙協力や政党そのものの

合従連衡もあるかもしれません。ロータリークラブは

政治について触れないお約束ですので、「私には少 し難

しすぎます」とだけコメン トしておきます。

先週は、東クラブのゴルフ大会が菊川カン トリーク

ラブで開催 されました。稲盛会員お世話になりました。

私は翌 日の大阪マラソンのために表彰式は出られませ

んでしたが、前半のスコアだけでも土山さん、河井さ

ん、川 口さんと新メンバーが大変上手で由利会員や上

田会員 と合わせて来年からの 7ク ラブ対抗戦では暫ら

く東クラブの黄金期が続 く予感が致 します。又、久し

ぶ りに退会された川邊さんも御参加頂き頂きましたが

これからもOBの皆様にもお声掛けをしたいと思いま

す。

会員の皆様も「ゴルフ会」や 「食べ歩きの会」等の

東クラブの親睦イベン トには、退会されたOBの方々

平成 24年 ‖ 月 29日  天候 晴

やこれから入会して頂きたい方々・御家族の皆様等お

気軽にお誘いして頂ければロータリークラブの良き理

解者が増えるような気が致しますので宜しくお願い致

します。

≪新会員卓話≫

「竹中ハットダウンエ法」

い竹中公務店 静岡営業所長

中村 孝則 君

しばらく体調を崩し入院していましたので例会出席

も適わず、ご心配をお掛けしました。またクラブから

お見舞いまで頂きありがとうございました。

本 国は、わが社の最新

ビル解体工法 「竹中ハッ

トダウンエ法」をご紹介

致 します。 日本国内には

100m以 上の超高層 ビル

が 700以 上存在 してい

ます。その中には建築後

20～ 30年以上経つものも多数含まれてお り、昨今

老朽化 したビルの再開発・建て替えの必要性から、ビ

ル 自体の解体ニーズが高まってお ります。

アメリカでは、皆さんもTV等で見られたことがあ

ると思いますが、ビルの主要部分にダイナマイ トを設

置して 「ボーン !」 と爆発 させて一瞬で粉砕する工法

が一般的に定着 しています。 ところが、日本国内では

建物 自体の耐震基準が高いので、ダイナマイ ト程度で

はそ う簡単に建物が壊れないことに加えて、周囲の環

境に与える粉塵の拡散や騒音の悪影響から、アメリカ

と同じ工法は使えない現状があります。従つて国内の

建築企業は、各社独 自に国内で使える解体工法の技術

革新にしのぎを削つています。
「竹中ハ ットダウンエ法」では、ビルの最上部に「ハ

ット」と呼ぶ、移動式の解体工場を設置し、その工場

内でワンフロアー単位に切断解体・運搬 していき、「ハ

ット」が順次下層へ自らがジャッキダウンしながら全

体を解体していく工法です。「ハ ット」は開閉式の屋根
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と周囲の防音パネルで覆われていますので、粉塵や騒

音が拡散することはありません。 85m以 上の建物で

は、この最新工法で解体するほうがコス ト的に有利 と

なります。最近は「環境」に対する関心が非常に高ま

つてお り、建築業界が環境に配慮 した技術革新に取 り

組んでいる一例 としてご理解頂ければ幸いです。

『国際財務報告基準 (IFRS)」
有限責任監査法人 トーマツ

静岡事務所パー トナー

浅野 裕史 君

題名を見ただけで

眠たくなりそ うです

が、「 IFRS」 は

新聞紙面でもよく目

にするキーワー ドな

ので、おおよそ「こ

ういうものか」とご

理解頂ければと考え

テーマに取 り上げました。「IFRS」 とは、日本語で

は「国際財務報告基準」と翻訳されてお り、「イファー

ス」もしくは、アルファベ ット読みで 「アイエフアー

ルエス」と発音します。一時期、「アイファース」と発

音されていたこともありますが、「アイファー」が下品

な英語を意味するらしく、会員の皆様は、間違つても
「アイファース」と発音 しない方が良いと思います。

簡単に言 うと会計のグローバルスタンダー ドを意味し

ます。

歴史的には、ある意味アメリカの会計基準がずつと

世界の会計基準でありましたが、2001年にEUが域内
の上場企業に対 して 2005年以降は IFRSに 基づい

た連結財務諸表の作成を義務付けたことで注 目があつ

ま りました。あわせて同年、アメリカ会計基準を採用

していたエンロン粉飾決算事件が発生 したことか ら
IFRSを 世界基準とする潮流ができました。
また、 日本国内においても 2009年に 2012年から国内

企業も導入するロー ドマップが発表されました。
しかし2011年の震災を契機に 2012導入、2015年の強

制適用を否定する金融大臣談話が発表 され今 日に至っ

てお ります。

日本の会計基準は、基本的に IFRSを 丸呑みして

置き換えつつあります。従つて、日本企業の会計に大

きなインパク トを与えてお ります。ここ 10年間で、ほ

ぼ IFRSと 同等の内容に変わりつつあります。

それでは、大きく何が変わるかと言 うと、「利益」の

考え方です。 日本基準は伝統的に収益費用アプローチ

を用いていましたが、 IFRSで は資産負債アプロー

チを採用 しています。つまり、「利益」は収益と費用の

差額から、純資産の増減額に考え方が変わります。

現状、震災があった日本、大統領選挙があつたアメ

リカを除き主要国のほとんどが IFRSを 導入 してい

ます。国内においても海外進出している上場企業は

2012年の日本電波工業を皮切 りに、順次 IFRSに 切

り替え始めてお ります。この世界的な潮流は変わらな

いと思いますので、経営者の皆様は 「IFRS」
とい うキすワー ドをご理解頂ければと思います。

≪第 1回親睦ゴルフ会≫

11月 24日 (土 )に本年度最初の 「第 1回親睦ゴルフ

会」が菊りIIカ ン トリークラブにて 4組 15名 の参加者で

開催 されました。参加者の心掛けが良かつたおかげで

前 日の大雨とは打つて変って温かい穏やかな天気の中

気持ちよくプレーできました。初参加の会員が私も含

め4名お りました。

今回、初めての試

みで、OB会員の

方をお誘いした所

川辺剛前会員が参

加 して頂けました。

現役会員 とOB会
員の親睦とい う新 しい試みも成果があつた会になりま

した。優勝は、水野前会員の後任で新入会の土山会員

が 39+38=グ ロス77と い う堂々たるスコアで新入会歓

迎コンペ となりました。前回より採用 した新ルール、
ペ リア 9方式によリスコアのばらつきがあつても上位

入賞のチャンスがある楽 しい会になりました。参加 さ

れた皆様に感謝申し上げますとともに、次回も多くの ~
会員の皆様に参加いただきますよう、お願いいたしま

す。                '

≪スマイル報告》

鈴木洋一 君   11/24に結婚記念 日のお花が届き

ました。初めてのことで有難 うござい

ました。11/20付 でエスパルス ドリー

ムフェリーの社長を兼務 とな りまし

た。駿河湾から見る富士山は今が最高

です。皆様是非ご利用ください。

中村孝則 君   消化器系出血でしばらくお休み し

て申し訳ございません。幸い大きな病

気でもなく、復帰 してまい りました。

今後 も健康に気をつけたい と思いま

す。自らの復帰とお見舞いのお礼 とし

てスマイル致します。

戸塚敦夫 君 東クラブのゴルフ大会と大阪マラ

ソンで楽しい週末をすごしました。本

日は「食べ歩きの会」に多数のご参加

をいただき、ありがとうございます。

H月 24日 の懇親 ゴル フコンペにて

優勝す ることができま した。古橋 さ

ん、寺内さん、浅野さんとい う素晴ら

しいメンバーに恵まれました。どうも

ありがとうございました。

お誕生 日のお祝いを頂きました。43

歳になりました。ありがとうございま

した。今後もご指導を宜しくお願い致

します。

土山博英 君

長島秀親 君

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

11/29 57(55)

11/22 57(53)

11/15 57(53) 11 8 94.34%


