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決算期の由来

　本日のクラブ協議会「決算・予算」に関連して、日
本と世界の決算時期やロータリー年度の由来に着目し
ました。　
　国税庁のホームページに決算期別法人数の統計が掲
載されています。これによると３月決算が全体の１９％
で最も多く、続いて１２月、９月という順になっていま
す。公的機関との取引が多い会社ではそれに合わせる
決算が多く、国際的な事業展開を進めているグローバ
ル企業では連結ベースの財務諸表の作成がしやすいよ
うに１２月決算が多いようです。　
　「日本古代財政組織の研究」（梅村喬著・吉川弘文
館）によれば、日本では飛鳥時代の律令制国家の時代
から会計を旧暦１月～１２月で区切っていました。そ
の後何度も会計年度は変更されています。明治２年に
は、新米の収穫時期の後の旧暦１０月～９月となり、明
治５年に旧暦から新暦（グレゴリオ暦）への改暦に合わ
せて１月～１２月へ変更されました。　
　明治１９年には富国強兵に多くの予算が投入された
ことで軍事費が増大し厳しい財政赤字となりました
が、当時の大蔵卿　松方正義は次年度の酒造税の第１
期分の歳入を繰入れすることで穴埋めし帳尻を合わせ
たとされています。それ以降、会計年度は４月～３月
になりました。
　欧州主要国の多くの会計年度は暦年に合わせて１月
～１２月ですが、英国や英連邦加盟国の多くやカナダ
は日本と同じ４月～３月です。　
　米国では、連邦の会計年度は１９７６年までは７月～
６月でしたが、それ以降は１四半期ずらして１０月～

９月となりました。日本と異なる点は、連邦と州政府
の会計年度は一致しておらず、５０州のうち４６州が
ロータリー年度と同じ７月～６月に設定されています。
　ＭＹ　ＲＯＴＡＲＹの「ロータリーの歴史」の中にロー
タリー年度の由来について解説があります。それによ
ると、最初の会計年度はポール・ハリスが「全米ロー
タリークラブ連合会」の会長に選任された第１回大会
の終了翌日の１９１０年８月１８日に始まりました。翌年
の１９１１年８月に「国際ロータリークラブ連合会」に
改称され、会計年度は大会日程に合わせて８月２１日の
開始になりました。さらに翌年、会計監査を依頼され
た会計士からの提案で、８月の国際大会での財務報告
に十分な準備期間を設けるために１９１３年より会計年
度最終日を６月３０日と定めました。　
　ＲＩ細則・第１８条には、事務総長は１２月末までに
監査済財務表による年次報告をすることが規定されて
います。国税庁に相当するアメリカ内国歳入庁（ＩＲＳ）
へ電子申告された前々年度のＲＩ年次報告書（Ｆｏｒｍ
９９０）を見ると、ジュリー・バークＣＦＯの２月の日
付の署名があります。このことから、国際ロータリー
は決算月から８か月後に申告をしていることがわかり
ます。　
　国際大会は１９１７年までは７月または８月に開催さ
れていましたが、その後はＲＩ定款・第９条で会計年
度の最後の３か月中（４月～６月）に開催することと定
められました。近年では「紫の桜」と称されるジャカ
ランダの木が満開になる６月の開催が慣例となってい
ます。
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コロナ渦による地域経済への影響と対策

１．世界の状況（感染者数）
　　　①アメリカ　　　　４２９万人　　　　人口比　１／７７
　　　②ブラジル　　　　２４４万人　　　　　　　　１／８０
　　　③インド　　　　　１４４万人　　　　　　　　１／９００
　　　　日本　　　　　　　３.３万人　　　　　　　　１／３６００
　インドも多いが人口比で見るとアメリカ、ブラジルの１０分の１、日本は更に一桁少ない。
　集団免疫を得ればワクチンに頼らなくて収束が早く経済回復も早そうだが感染比率の低い日本の経済立ち
直りが他国に後れを取らないかが心配。

２．鹿児島への現在の影響
　　下記項目について状況。（リーマンショックと比較も含めお話しいただいた。）
　　（１）業況ＤＩ「良い」－「悪い」　　前年度末の▲２１より大幅悪化し今期２０２０年４～６月は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲５２でリーマンショック時の▲５６と同レベル。
　　（２）資金繰りＤＩ「楽」－「窮屈」　今期▲２１から来期▲２７となりリーマン時▲２３より悪化。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年以降最も低くなる見込み。
　　（３）雇用人員ＤＩ「過剰」－「不足」今期は前期の▲４０より上昇し▲１２。急激に人手不足感弱まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来期は▲１５。リーマン時は＋１２。
　　（４）設備投資　　　　　　　　　　　 今期実施３０％と前期３８％から８％の減少。下落幅はリーマン時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の９％についで２番目の大きさ。
　　（５）採用ＤＩ「増加」－「減少」　　前々年２５、前年１９、今年１０と増加ペース鈍る。
　　（６）賃金改定ＤＩ「引上」－「引下」前年６３から今年５３と大幅下落。
　　（７）夏賞与「支給する」－「支給しない」　前年７３から今年５７と平成以降最低。
　　（８）暮らし向きＤＩ「良い」－「悪い」　　▲１０と２０１２年以降最低。
　　（９）家計支出への影響　　　　　　　【増】飲食料品、日用品、医薬品　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【減】外食・交際費、交通費・旅費、衣服・履物費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出内容を見直しはしていない人が多い。

３．鹿児島への今後の影響
　　（１）観光への影響　２０１８年の観光消費額３０１６億円だがその内、九州外（３５％）・外国人（１４％）が減り
　　　　　　　　　　　　観光消費の約半分が消失する。（外国人消費の全国平均比率は２０％）
　　　　　　　　　　　　ＧＯＴＯキャンペーンの影響によるクラスターが懸念される。
　　（２）鹿児島国体　　６００億円の効果を見込んでいたがいつ開催できるか？
　　（３）奄美・沖縄世界遺産　今月登録予定だったがいつできるか？
　　（４）有効求人倍率　１.１倍となり減ってきている。
　　（５）鹿児島県の人口　財政支出が増えているが将来的には７４歳迄の生産年齢人口が必要と思われる。

４．結論
　　短期的課題　　① 第２波、第３波のインパクト　② コロナ収束と経済回復　③ コロナ時代の地方創生
　　中長期的課題　① 人口減少・超高齢化　② ＤＸ／ＣＸ　デジタル化・リモート化・ロボット化
　　鹿児島の強み・チャンスは「食と環境」「住・食・観」である。

㈱九州経済研究所　経済調査部長　福　留　一　郎 様

（2020年7月29日　第2785例会卓話記録）



（参考データ集）

出典：日本経済新聞（２０２０年７月３１日） 出典：日本経済新聞（２０２０年７月３１日）

出典：日本ＦＰ協会（２０２０年７月３１日） 出典：中小企業庁（２０２０年６月３０日）

出典：中小企業庁（2020年6月30日）

作業別従業員数過不足ＤⅠの推移

中小企業の業況判断ＤⅠの推移 中小企業の資金繰りＤⅠの推移

（文責：小山光義）



・九州経済研究所の福留一郎様を歓迎いたしますとと
もに、ゲスト卓話をお引き受けくださり感謝いたします。

・５０００年後しか再び拝むことのできないネオワイズ
彗星の貴重な写真を提供していただいた海江田会員
に感謝いたします。

　山形県最上川の洪水で鶴岡ロータリークラブの藤川
パストガバナーに電話をしたところ鶴岡市内には被害
は出ていないとのことでした。被災地は１００㎞ほど離
れているとのこと。
　被災者の方々にお見舞い申し上げます。

　待ちかねた梅雨明け宣言‼　これからの本格的夏の暑
さは「南国しろくま」で乗り切りましょう。

　福留様、本日は西ＲＣ卓話に来ていただき有難うご
ざいます。私の関わる磯駅では示唆にとんだご意見等
や知恵袋としてお世話になっております。本日もよろ
しくお願いします。
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〈プログラム〉
ゲスト卓話
「コロナ禍による地域経済への影響と対策について」
　株式会社　九州経済研究所
　経済調査部長　福留　一郎　様

〈ビジター〉
鹿児島西ローターアクトクラブ
　会長　田中　　作　様
　幹事（兼副会長）中尾　竜也　様

〈７月在籍表彰〉１２名
４９年　池口　惠觀　会員　　４８年　櫻美　義明　会員
４８年　岩男　秀彦　会員　　３９年　村田　和雄　会員
３８年　岩田　泰一　会員　　２１年　 島　信一　会員
１７年　久保　眞介　会員　　１５年　大福　厚範　会員
　３年　柏木　敏郎　会員　　　３年　松田　武泰　会員
　３年　荒武　貞夫　会員　　　１年　北野　公朗　会員

＜会務報告＞
１．第２７３０地区２０２０－２１年度地区大会　日程変更の
　　お知らせ
　　新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み地区大会
　　の日程が２０２１年５月１４日（金）～１６日（日）へ変更と
　　なりました。

２．国際ロータリー日本事務局より在宅勤務のお知らせ
　　期間：２０２０年７月２０日（月）より２０２０年８月３１日（月）

３．本日は１００万ドル食事にご協力いただきありがと
　　うございました。

玉  川　哲  生 君

前回の例会記録 （ 7月2 9日分）

古  木　圭  介 君

名
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■前回の例会（7月29日）の報告
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■7月8日例会の報告
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鹿児島西ＲＣ

川  畑　宏  二 君、菊 永　昭二郎 君

市内ＲＣ例会プログラム

次 回
予 告

8月12日（水）１2：３０～　山形屋

クラブフォーラム（会員増強）


