
　「これより天下のことを知る時は、会計 もっとも大事
なり」 ―― 日本公認会計士協会の PR に使われてい
るキャッチコピーです。誰の言葉かというと、坂本龍馬。
大政奉還後の新しい日本の構想を述べた「越行の記」
の一節で、1867 年、土佐藩の実力者である後藤象
二郎に宛てられました。その後、日本は明治維新を機
に欧米流資本主義社会に。1948 年には公認会計士
法と証券取引法が制定。こんにち、公認会計士（  ）
は、健全な資本主義の発展の一翼を担っています。

　「LEADERS」第 4 回のゲストは、柳澤義一さん。
公認会計士で新創監査法人の総括代表社員、かつ
日本公認会計士協会（  ）の副会長です。上場企業
の会計監査を中心にコンサルティング、さらには、日本
の公認会計士のための活動など、多岐にわたり活躍
されています。
　「一流の人ほど偉そうにしない」と、よくいわれますが、
柳澤さんはその見本のような方。お金にかかわるさまざ
まなテーマに話が弾みました。

「公認会計士は、決算情報の信頼性を保証する」
― はじめに、読者に代わり質問させてください。公認会
計士は何をする人なのでしょうか？ 
柳澤　まずは、今回このような機会を与えていただきまし
て、誠にありがとうございます。私は広報の重要性を
常々感じていて、いまのような素朴な質問にすごく共感
できます。
　端的にいえば、「公認会計士」とは、組織の決算書にお
墨付きを与える人です。少し専門的な言葉を使うと、上場
企業を中心とした大きな会社、その他いろいろな組織の会
計監査を行い、「独立監査人の監査報告書」という書面で
意見を述べ、決算情報の信頼性を保証する職業です。　
　「監査法人」は、公認会計士が 5 人以上集まって作っ
た法人です。総括代表社員は、会社でいえば代表取締
役社長にあたります。このような説明で、おわかりになった
でしょうか？（同席者一同「はい！」）　
　ところで、東洋証券さんの営業エリアは太平洋側に細長
く広がっていて、西日本に強そうですね。（クレイン2019 年
1 月号の営業店舗マップを見ながら）
沼田　当社は 1916 年に呉市で創業し、それから広島市
へ、東京へと進出し、現在の東洋証券に発展しました。そ
の 100 年を超える歴史のなかで、全国に細長く広がる営
業エリアができあがりました。営業店舗は32店舗あります。
柳澤　ブロック長はどういう任務ですか？
沼田　全国を3 つのエリアに分けて、「東日本ブロック」、

「東海・近畿・四国ブロック」、「西日本ブロック」と呼んで
います。ブロック長は担当ブロックの営業統括者で、責任
範囲は収益管理、人員管理、店舗戦略、人材の育成など
多岐にわたります。営業本部と経営トップに状況を報告し、
会社の進むべき方向を確認しながら仕事を進めています。
私が担当する東日本ブロックのエリアは、仙台から横浜ま
でで、10 店舗と通信販売部があります。
柳澤　なるほど、わかりました。
　
「『新創』には挑戦の意味も込めた」
柳澤　新創監査法人の「創」には、一歩間違えると傷とい
う意味もあります。絆創膏というものがあるでしょう（笑）。
多少傷ついても挑戦しよう、新しいものを創っていこうと意
識して、「新創」と名付けました。2000 年に 5 人のパート
ナー（  ）で法人化し、いまはパートナー 10 人、公認会計
士は 40 人ぐらい。中堅中小の監査法人です。
沼田　日本にはどのくらい監査法人がありますか？ 
柳澤　230 以上あります。大手は 4 つ、新日本、トーマツ、
あずさ、PwC あらた。それぞれ数千人規模のメガ監査法
人で、Big Four（四大監査法人）と呼ばれています。次

が準大手で、5 から6 法人。新創監査法人は、その次の
3 番目におり、監査法人の順列でいえば 20 番目ぐらいとい
うところです。　
沼田　そういう階層は証券会社と似ています。大手 5 社、
準大手 2 社、中堅 7 社、その他となります。当社は 3 番目
の中堅に数えられています。
柳澤　沼田さんもご承知のように、東証上場企業は現在
約 3600 社あり、トヨタのような世界トップクラスからスタート
アップ（  ）まで、バラエティ豊かです。そのうち、Big 
Four が会計監査を行うのは 2600 社くらい、1000 社は
Big Four 以外の監査法人が行っています。規模が大き
いからよいとか、小さいからよいのではなくて、監査する側
とされる側の属性や性格に合うような棲み分けに、少しず
つ変わり始めています。こういう傾向は世界では珍しいか
もしれません。

「人さまの財布を見る。それには人間性が最重要」
柳澤　新創監査法人では、中堅の上場企業、新規上場
企業、学校法人、財団法人や社団法人など多様な組織
に、きめ細かなトータルサービスを行っています。監査、会
計、コンサルティング、税務を基本に、枠組みにこだわらな
いで、親身に面倒をみましょう、企業の成長に貢献しましょ
うと。人さまの財布のなかを見るのですから、専門性と独
立性はもちろん、なんといっても人。人間性をものすごく大
切にしています。　
沼田　当社のお客さまアンケートでは、社員について「真
面目」や「素直」という声が大変多いです。地域密着型の

リテール証券会社（  ）を目指し、人と人のつながりを大切
にしているので、社員が実直という評価は強みです。
柳澤　実直なのは素晴らしいです。
沼田　しかし裏を返せば、欲がない。それと、金融リテラ
シー（  ）がまだまだ不足しています。
柳澤　聞くほうだって、それほど金融リテラシーをもってい
るわけじゃないですから、知識をひけらかされてもチョット困
るかもしれません（笑）。それよりも、親身に相談できる、信
頼できることのほうが余程大切だと思います。私は、ご縁も
大切にしています。
　ところで、東洋証券さんは女性が活躍しているという印
象があります。
沼田　女性がもっと活躍できるよう、全社で取り組んでいる
ところです。管理職に占める女性の比率は現在約10％で
すが、もっと増やしたいと考えています。昨年は、厚生労
働省から「えるぼし」（  ）に認定されました。
柳澤　それはいいですね。公認会計士の場合は、国家
資格ですから男女の区別はないし、優秀かどうかです。
最近は女性のほうが優秀になりました（笑）。私どもにも
ママさん公認会計士は何人もいて、働きやすい環境を自
分たちで創っています。会計監査はチームで動きますか
ら、1 人でかかえ込むことはないし、女性に合う職業だと思
います。

「お金の基礎教育が、資産運用の文化も醸成する」
― 日本人は一般的に現金好き、預金好き、資産運用は
未熟という実態がクローズアップされています。
沼田　2018 年のデータでは、日本の個人金融資産は約
1830 兆円。その 50％強が現金と預金で、投資信託や株
式などは 15％程度です。この割合はアメリカでは全く逆。
また、この 20 年間で、日本人の金融資産は 3 割程度しか
増えていない、一方アメリカは 3 倍に増えた、というデータ
もあります。　
　日本人の寿命は延びているのに資産構成がこのままだ
と、老後に必要なお金が足りなくなります。お金に働いても
らって、自分で資産を増やす必要があります。つまり近視
眼的ではない資産運用が、人生 100 年時代の大きな課題
に浮上しています。
柳澤　国民が証券市場に参加しやすくなるには、どうした
らいいか…、と真剣に考えなければなりません。いま金融
機関は疲弊しているし、言葉を選ばないでいえば、証券会
社は株が上がれば万歳、売買取引の件数が増えればニコ
ニコ、といった印象があります。実際の話、自分の資産形
成について誰に相談していいかわからなくて、公認会計士
や税理士に相談する人が多いですよ。しかしわれわれは、

分散投資といった一般的な会話はしても、それ以上のこと
は話しません。　
　個人の資産形成にとって、「証券会社は一番の相談相
手」という、その信頼を得るための抜本的な工夫が必要だ
と思います。
沼田　証券業界では毎年 10 月4日の「証券投資の日」を
中心に啓蒙イベントを全国で行い、当社の各支店も記念セ
ミナーなどを開催しています。他テーマのセミナーも行って
いますが…。
柳澤　日本は、子どもの頃からのお金の基礎教育が欠け
ています。アメリカでは家庭や学校が真剣にお金の教育を
しますが、その文化は日本にはありません。よくいえばノン
ビリ。ほとんどの日本人は、社会人になって初めて源泉徴
収や社会保険という言葉に出合います。お金がたまった
頃になって初めて、資産運用だの株の仕組み、相続だの
といわれても、さっき沼田さんがおっしゃったような長期的な
資産形成には、なかなか結びつかないでしょう。基本を教
わっていないですから…。　
　私などが軽 し々く話すことではないのですが、子どものお
金の教育サプライチェーンみたいなものを、証券金融業界
が一丸となって作るといいですね。
　実は、公認会計士協会では 15 年ほど前から、公認会
計士が小学校や中学校に出張して、会計を理解するため
の基礎教育を行っています。たとえばケーキや地元の特
産品をテーマに、材料、原価計算、製造する工場の資金
集め、商品を売るための市場づくり、そのまた先へと進ん
でいくわけです。広報活動の一環で、「ハロー！会計」と
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「はじめに、子どもへのお金に係る基礎教育、
  すなわち会計基礎教育ありき」（柳澤 義一）
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名付けたプログラムなんですよ。子どもたちの理解の早さ
は、大人の想像以上です。
沼田　ほぉ～！
柳澤　そのなかで、自分のお金を管理することや、資産運
用への「気づき」が生まれてきます。そうして育った子ども
たちが大人になって、実際に資産形成をするときに、「証券
会社に相談してみよう」となれば、日本人の金融資産の構
成も変わるのではないでしょうか。
沼田　本日は素晴らしいお話を聞かせていただきました。
ありがとうございました。
柳澤　雑駁な話ばかりで失礼しました。私こそありがとう
ございました。
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わっていないですから…。　
　私などが軽 し々く話すことではないのですが、子どものお
金の教育サプライチェーンみたいなものを、証券金融業界
が一丸となって作るといいですね。
　実は、公認会計士協会では 15 年ほど前から、公認会
計士が小学校や中学校に出張して、会計を理解するため
の基礎教育を行っています。たとえばケーキや地元の特
産品をテーマに、材料、原価計算、製造する工場の資金
集め、商品を売るための市場づくり、そのまた先へと進ん
でいくわけです。広報活動の一環で、「ハロー！会計」と
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名付けたプログラムなんですよ。子どもたちの理解の早さ
は、大人の想像以上です。
沼田　ほぉ～！
柳澤　そのなかで、自分のお金を管理することや、資産運
用への「気づき」が生まれてきます。そうして育った子ども
たちが大人になって、実際に資産形成をするときに、「証券
会社に相談してみよう」となれば、日本人の金融資産の構
成も変わるのではないでしょうか。
沼田　本日は素晴らしいお話を聞かせていただきました。
ありがとうございました。
柳澤　雑駁な話ばかりで失礼しました。私こそありがとう
ございました。

公認会計士
公認会計士に登録後、税理士としても登録することにより税理
士業務もできる。業務の際は、身分を証明するバッジ（協会
の会員証）を着用することになっている。　
日本公認会計士協会
日本における唯一の公認会計士の団体。日本における公認
会計士はすべて同協会に登録し、会員になる。会員は現在、
公認会計士 3 万人以上、監査法人 230 以上、他に準会員と
して公認会計士試験の合格者約 6000 人など。
パートナー
監査法人のパートナーとは共同経営者のこと。出資者であり経
営者。　
スタートアップ
新たなビジネスモデルや製品を開発し市場開拓の段階にある
企業で、一般的には創業から2～3 年の企業。
リテール証券会社
主に個人投資家向けに金融商品を販売営業する証券会社。
金融リテラシー
経済的に自立した生活を送るうえで必要な、金融に対する考
え方と知識。資産運用の能力を含むこともある。
えるぼし
本誌8 ページご参照。

用語解説

柳澤 義一（やなぎさわ ぎいち）
1956 年、東京都生まれ。慶應義塾大学経
済学部卒業。公認会計士、税理士。1986
年、公認会計士・税理士開業登録。2000
年、パートナーとともに新創監査法人を設立し
代表社員、2011 年に総括代表社員に就任。
日本公認会計士協会では常務理事や東京会
会長を経て、2013 年より副会長（担当は、
中小企業支援、税務業務支援、中小規模の
監査事務所、社外役員会計士・組織内会
計士の支援など）。企業の監査役、学会の
常務理事、公的な機構の監事なども兼職。
著書・共著・編著多数。

編集後記
新創監査法人や日本公認会計士協会の
広報を長年手がけているのは、規模は小さ
いがベテランの制作会社。柳澤さんはそ
この人たちと話をされる機会が多いそうで
す。また昔、会計の本を出すにあたり出版
社の女性から「素人の私にもわかるように」
とリクエストされ、とても楽しく書き上げるこ
とができたとのこと。そのようなご経験から、
わかりやすい広報に関心が深く、本誌は
今回の対談を通して多くを学びました。
また温かいご配慮にも感謝いたします。

しん  そう

新創監査法人
東京都中央区銀座 7-14-13 日土地銀座ビル 4F◆
2000 年、柳澤公認会計士事務所と藤田公認会計士
事務所が統合し、監査法人に◆監査、会計、コンサル
ティング、税務等◆パートナー 10 名、公認会計士と公
認会計士試験合格者合わせて 62 名◆監査関与先
55 法人（上場会社、会社法の大会社、学校法人、公
益法人など） ※数字は2019 年 4月現在

監査法人の国際的評価機関であ
るINTL 社（イギリス）から、グロー
バルアワード賞を3 年連続受賞

ざっ ぱく
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