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委 員会活 動 等
第86回情報システム委員会 （7.4）
2019年第1回国際課税連絡協議会 （7.1）
グローバルなビジネス展開を行う企業を会員に持つ関
係業界団体が国際課税制度の改善を共同して要望・
実現することを目的として当会が幹事団体となり 2000
年 6 月に当協議会を設立しました。
今回は 16 団体が出席し、経済産業省貿易経済協力
局投資促進課課長補佐 仁平孝明氏から「最近の国
際租税に係る動向について～令和元年度税制改正
（国際租税）及び経済の電子化への対応～」について
説明を受け、質疑応答を行いました。
第38回NACCSタスクフォース （7.1）
輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCS セン
ター）取締役 德正芳氏他を招き、第 7 次 NACCS 更改
について意見交換を行った後、今後の取り進めについ
て検討しました。
第283回経済産業省・商社政策懇談会 （7.3）
① G20 の結果
通商政策局通商交渉官 小野寺 修氏
② 第 6 回産業構造審議会 通商・貿易分科会
通商政策局総務課長 岩田 泰氏
貿易経済協力局総務課長 藤本武士氏
③ 『海外 M＆A を経営に活用する 9 つの行動』別冊
編のとりまとめについて
貿易経済協力局投資促進課長 小泉秀親氏
④ 対内投資規制の業種追加について
貿易管理部安全保障貿易管理政策課
課長補佐 杉江一浩氏
⑤ 第 2 回ダウェー開発推進協議会の開催について
（資料配布）
⑥ インフラ FS 採択結果・第二次公募開始について
（資料配布）
⑦ インドネシアにおける社会課題解決に向けたスタ
ートアップ事業の取り組み
双日㈱ PT.Digitalinstincts Teknologi 社
Director 窪山祐蔵氏

リコーIT ソリューションズ㈱代表取締役社長執行役員
石野普之氏から「デジタル・トランスフォーメションを推
進するにあたっての考え方や取り組みについて」の説
明を受けた後、講師と意見交換を行いました。
2019年7月度税務コミッティ （7.4）
外国子会社合算税制に係る通達・Q&A の報告、連結
納税制度の見直しに関する動向について情報共有が
行われました。また、これらの動向も踏まえ作成された
「令和 2 年度税制改正要望（案）」が共有され、意見交
換が行われました。
第3回特別研究会 （7.5）
蟹江憲史主査（慶應義塾大学大学院政策・メディア研
究科教授）から「SDGs に関連する各国（日本）政府や
国連の動き、社内の理解浸透の方法、情報開示の運
用と報告のポイント」について説明を受けた後、ディス
カッションを行いました。
第59回法務委員会 （7.5）
金杜法律事務所中国弁護士 劉新宇氏をお招きし、
「外商投資法と米中貿易摩擦からみる中国事業の最新
法実務－対中投資、再編・撤退の法実務を中心に」に
ついて説明を受けた後、質疑応答を行いました。
第70回人事委員会 （7.8）
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授 岩本
隆氏から「HRテクノロジーの最新動向とこれからの人事
部門のあるべき姿」について説明を受けた後、外務省
国際協力局 国別開発協力第三課から「シリア平和へ
の架け橋・人材育成プログラム」に関する説明を受けま
した。
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2019年7月度会計コミッティ （7.9）

第83回貿易保険委員会 （7.12）

IFRS 「デュー・プロセス・ハンドブックの修正案」への
コメント提出の審議、JICPA 監査基準委員会研究報告
「監査報告書に係る Q&A」へのコメント提出報告、金融
庁「監査基準の改訂について(公開草案)」等および
IASB「概念フレームワーク」参照の改訂への対応要否
検討結果報告、IASB「IFRS 第 17 号の修正」に関する
情報共有の後、伝票起票・会計データ入力時の IFRS
第 15 号収益グロス/ネットの判定について、および
IFRS 第 16 号リース：1906 期における注記についての
各社対応状況につき情報交換を行いました。

日本貿易保険（NEXI）企画室企画グループ長 秋田
祐一郎氏他から「日本貿易保険（NEXI）の最近の取組」
についての講演および 3 月に提出した当委員会の要
望書に関するフォローアップの説明を受けた後、意見
交換を行いました。
第1回市場委員会ワーキンググループ （7.12）

2019年度第1回商社シンポジウムタスクフォース （7.9）

経済産業省通商政策局米州課長 浦上健一朗から
「米国情勢アップデート 2019 夏～『安保リスク・オン』
の世界に備えよ～」について説明を受けた後、今後の
本 WG にて議論するテーマについて意見交換を行い
ました。

2018 年度商社シンポジウムのレビューを行い、本年度
の開催方針について討議しました。

第101回経済協力委員会 （7.16）

第353回運営委員会 （7.10）

内閣官房副長官補付内閣参事官 相馬弘尚氏から本
年度の「インフラシステム輸出戦略」の改訂と各省庁の
取り組みについて説明を受け、質疑応答・意見交換を
行いました。

事務局から以下のとおり報告しました。
① 20 か国財務大臣・中央銀行総裁会議（福岡）を終
えて～電子経済への課税のゆくえ～
② 海外子女教育推進議員連盟への要望書提出に
ついて
③ 市場委員会におけるワーキンググループ設置に
ついて
④ 『世界経済評論』7･8 月号会長名寄稿について
⑤ 定例午餐会リニューアルについて
⑥ ポスト「中期行動計画 2020」について
⑦ オフィス移転進捗状況
第76回物流委員会 （7.11）
2019年度物流委員会の具体的活動等および各省庁
への規制制度改革要望について協議した後、国土交
通省総合政策局参事官(物流産業)室物流産業適正
化推進官 笠嶋七生氏から「国土交通省の災害物流
関係の取組」と題して、災害時の円滑な物流・サプライ
チェーン維持、東京オリンピック・パラリンピック開催時
の輸送対策等について説明を受け質疑を行いました。
2019年7月度国際税務ワーキンググループ （7.11）
外国子会社合算税制に係る通達、Q&Aについて報告
が行われ、今後の本WGとしての対応、活動の方向性
等について意見交換が行われました。また、インド、イ
ンドネシアを中心とした税務問題について意見交換が
行われました。

第39回社会貢献・ABIC委員会 （7.16）
国際社会貢献センター（ABIC）から、ABIC の活動計
画、ABIC を取り巻く環境と課題について説明があった
後、各社の社会貢献活動、サステナビリティ系の社内
体制、経団連の１％クラブへの対応について情報交換
を実施しました。
第113回貿易動向調査委員会 （7.16）
日鉄総研㈱チーフエコノミスト 北井義久氏から「2019
年 5・6 月 企業ヒアリング」について説明を受け、質疑
応答を行った後、「2019 年度わが国貿易収支、経常収
支の見通し」に関して商品別に第 3 回目の結果レビュ
ーを行いました。
第86回物流委員会ワーキンググループ （7.17）
農林水産省大臣官房国際部国際経済課課長補佐
本川秀則氏から、本年 6 月に発表された「関税割当て
の運用見直し」についての説明を受け、質疑を行いま
した。次いで、2019 年度各省庁に対する規制制度改
革要望の取り進め、実務者情報交換会のテーマの検
討などを行いました。
第202回経理委員会 （7.17）
会計コミッティ及び税務コミッティの活動について両コ
ミッティ幹事から報告があり、IFRS 「デュー・プロセス・
ハンドブックの修正案」へのコメント案につき審議し、了
承されました。
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第70回財務委員会 （7.18）

第39回NACCSタスクフォース （7.24）

日本銀行金融市場局長 清水誠一氏から「金利指標
改革を巡る国内外の検討状況」と題し、講演があり、金
利指標改革を巡る最近の動向の他、7 月 2 日より展開
されている市中協議について説明がありました。講演
終了後、金融機関の対応や今後のスケジュール等に
ついて意見交換が行われました。

2020 年度 NACCS プログラム変更要望の内容につい
て検討しました。
第160回総務専門委員会 （7.25）

本専門委員会活動の更なる活性化等を目的とする本
専門委員会の運営方法の変更についての議論(4.25、
5.23)を踏まえ、寄付案件処理要領、総務専門委員会
第258回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ （7.18） 内規、総務専門委員会幹事会の設置要領の改定案を
英訳版「商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理 審議・了承しました。
基本資料」及び 2019 年度経済産業省に対する要望に
ついて検討を行いました。その後、規制番号国際化に
第6回ダイバーシティ推進コミッティ （7.29）
関する意見交換会及び「輸出貿易管理令の一部を改
正する政令案に対する意見募集」への対応について、 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱取締役人事
総務本部長 島田由香氏から「人事から世界を変える
事務局より報告を行いました。
～WAA(Work from Anywhere & Anytime)に込めた思
日本貿易会ISAC第8回技術部会 （7.19）
いとは？ダイバーシティとは？」について説明を受けた
日本電気㈱サイバーセキュリティ戦略本部セキュリティ 後、各社のダイバーシティに関する取り組みについて
技術センター 小池倫太郎氏から「最新の攻撃事例か 意見交換を行いました。
ら学ぶ明日から始める防衛策」について説明を受けた
後、社内でできる防衛策について、グループディスカッ
ションを行いました。その後、JPCERT/CC 殿より、電
子決済について説明を受けました。
第32回商社研修事業ワーキンググループ （7.23）

前回(5.10)以降の各 研修事業の実施報告および
今後の開催予定の連絡があり､次いで当 WG 体制お
よび商社研修事業のあり方について検討しました。

2019年度教員の民間企業研修 （7.29～7.31）
東京都教職員研修センターから高等学校、特別支援
学校等の教諭１５名を受け入れ、未来を担う高校生な
どが広い視野を持つことを目的に、国際理解向上に向
けた研修を行いました。研修では、東京税関（本関と
羽田税関支署）が行う業務や兼松㈱が行うビジネス、
JICA が行う業務、ABIC が行う留学生の日本語研修に
ついて視察を行いました。

第362回常任理事会 （7.24）
経済産業事務次官 安藤久佳氏から、通商政策の課
題と今後の展望についての講演の後、懇談しました。
続いて、河津専務理事から、「海外子女教育の拡充に
よるグローバル人材育成に関する要望」、東京 2020 オ
リンピック･パラリンピック大会財界募金、オフィス移転
の検討状況、今後の主要会合等日程、岩城常務理事
からきっずプロジェクトについて説明しました。

国際交流会館で留学生の日本語講座を視察

第46回常任理事・理事・監事会社連絡会 （7.24）
事務局から、会長定例記者会見、第 362 回常任理事
会（｢海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成
に関する要望｣、東京 2020 オリンピック・パラリンピック
大会財界募金、きっずプロジェクト、オフィス移転の検
討状況、今後の主要会合等日程）、常任理事・理事・
監事会社連絡会等日程につき説明した後、高校生の
企業訪問・キャリア教育受入れにつき意見交換を行い
ました。
兼松㈱のコーヒー・ビジネスの説明を受け意見交換
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2019年第2回国際課税連絡協議会 （7.30）
令和 2 年度税制改正要望について、当会要望案をベ
ースに加盟団体から出された国際課税に関する要望
内容を盛り込んだ国際課税連絡協議会としての要望
（案）について幹事団体である当会から説明し、意見
交換を行いました。今後、各団体において要望書（案）
の内容確認・機関決定を経て、正式な要望書となる予
定です。

哲学、経営理念、改革を断行する上での苦労など
を語っていただいています。
今回は、兼松㈱代表取締役会長 下嶋政幸氏（同
社・前社長）が登壇し、13 商社から約 70 名が参加し
ました。講演では、業務を通じて何を学び、それを
どのように自分のものとして役立ててきたかとい
う示唆に富んだお話しがあり、続いての質疑が活発に
行われました。その後の交流会では、下嶋会長を囲ん
で引き続き積極的な意見交換が行われました。

広報・出版活動
会長定例記者会見開催 （7.24）
帝国ホテルにて会長定例記者会見を開催しました。日
韓関係、日米貿易協議、英国新首相就任などに関す
る質疑があり、韓国向け輸出管理に関する見解は同
日夕刻のテレビ東京ニュースで放映されました。
『SHOSHA: Creating Value Globally
(Shosha Handbook 2019)』発刊 （7.31）
「商社～グローバルな価
値創造に向けて（商社ハ
ン ドブッ ク 2019 ） の 英 文
版を発刊しました。
（A4判、英語、
価格500円（税抜き）、
会員無料）。

講 演 会
第376回日本貿易会ゼミナール
日 時： 7 月 17 日（水）12:30－14:00
演 題： 「令和元年版通商白書の概要」
講 師： 経済産業省 通商政策局
アジア太平洋地域協力推進室長
（前 企画調査室長）

太田 三音子氏

第1623回定例午餐会
日 時： 7月23日（火）11:30－13:00
演 題： 「最近のアフリカ情勢とTICAD 7」

商社研修事業
2019年7月度海外赴任前研修 （7.3）
海外赴任者が着任後、できるだけ現地でスムース
に活躍するために、海外安全対策・危機管理、異
文化理解、法務・コンプライアンス、労務管理に
ついての研修を行っています。参加者は、講義を
受け、赴任に当たっての留意点を確認し、関心事
項について熱心に質問されていました。

講 師： 独立行政法人日本貿易振興機構
理事

平野克己氏

ご講演のポイントは日本貿易会月報9月号に掲載予定
です。

第19回貿易会経営塾 （7.10）
入社 10 年前後の商社若手社員を対象に次世代リ
ーダーの育成を目的として、
「貿易会経営塾」を開
催し、商社業界の社長経験者を講師に迎え、人生
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今後の主な講演会予定
第377回日本貿易会ゼミナール 【これからご案内】
日 時： 9月13日（金）14:00－15:30
演 題： 「2019年度下半期の経済展望」（仮題）
講 師： 岡三証券㈱ グローバル金融調査部
チーフエコノミスト

愛宕伸康氏

第378回日本貿易会ゼミナール 【これからご案内】
日 時： 9 月 19 日（木）12:30－14:00
演 題： 「米中、覇権争いの時代に」(仮題)
講 師： ㈱日本経済新聞社
コメンテーター

秋田浩之氏

グローバル・インサイトセミナーシリーズ第2回
【これからご案内】
日時：9月6日（金）15:00－17:00
演題：「WTO改革の方向と可能性」
講師：中央学院大学教授中川淳司氏
東京大学名誉教授松下満雄氏
高崎経済大学教授梅島修氏
みずほ総研主席研究員菅原淳一氏
早稲田大学教授福永友夏氏
本講演会は国際貿易投資研究所との共催によるシリー
ズセミナーです。今回はWTO改革をメインテーマに、
デジタル貿易と電子商取引、産業補助金、国有企業、
紛争処理、知的財産権などビジネスに関係の深い主要
課題につき、それぞれの分野の専門家が講演と質疑応
答を行います。（申し込みは後日開始）
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