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委員会活 動 等
2019年9月度会計コミッティ （9.3）
2019 年度第 2 四半期決算スケジュールの情報共有の
他、国際会計基準審議会（IASB）による B「単一の取
引から生じた資産及び負債に係る繰延税金 IAS 第 12
号の修正案」および「会計方針の開示 IAS 第 1 号及
び IFRS 実務記述書第 2 号の修正案」に対する意見提
出の対応要否について検討し、開示・監査制度に関
する情報交換を行いました。
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また、税務コミッティ終了後、税制改正要望の動向に
詳しい PwC 税理士法人パートナーから、令和元年度
税制改正における CFC 税制を中心とした説明があり、
意見交換を行いました。
第42回月報ホームページタスクフォース （9.5）
2020 年 4 月以降の月報につき委員の意見を伺うととも
に、配布方法、今後の特集テーマなどにつき意見交換
を行いました。
ホームページについては、事務局からアクセス実績と
きっずプロジェクトに関する報告を行いました。

第92回地球環境委員会 （9.4）
経済産業省および日本経済団体連合会に提出する
「低炭素社会実行計画 2019 年度フォローアップ調査」
の結果、及び日本経済団体連合会を通じて公表する
「グローバルバリューチェーンによる地球温暖化ガス削
減貢献」の事例を承認しました。
その他、プラスチック関連目標の追加に関する討議、
長期ビジョン作成の進捗状況に関する情報共有を行
いました。
第284回経済産業省・商社政策懇談会 （9.4）
以下のとおり説明があり、意見交換を行いました。
①第 7 回 TICAD の概要
通商政策局 アフリカ室長 蓮沼佳和氏
貿易経済協力局 技術・人材協力課長 紺野貴史氏
貿易経済協力局 資金協力室長 飯見有花氏
②令和２年度税制改正要望（国際租税関係）について
貿易経済協力局 投資促進課課長補佐 金井隆幸氏
貿易経済協力局 投資促進課係長（国際租税）
石黒義人氏
③スマートシティ海外展開
貿易経済協力局 総務課長 田中一成氏
④CO2 フリー水素エネルギーの取組について
豊田通商 ㈱ 新規事業開発部部長 福田悦久氏
2019年9月度税務コミッティ （9.5）
第 6 回国際税務 WG の議論内容､連結納税制度見直
しに関する議論の進捗について報告された後､日本貿
易会令和 2 年度税制改正要望案について審議し､第
203 回経理委員会に上程することで承認されました。

第354回運営委員会 （9.11）
「令和 2 年度税制改正要望案」について審議し了承さ
れました。また、事務局から以下のとおり報告がありま
した。
① 財務委員会 日銀円金利指標改革
② 韓国向け輸出管理をめぐる状況と日本貿易会の対応
③ 物流委員会 2019 年度規制制度改革要望
④ 日コートジボアール投資協定の交渉妥結
⑤ ポスト「中期行動計画 2020」策定の進捗状況
⑥ 広報関連報告（月報新春特集・キッズイベント等）
⑦ 日本貿易会の採用活動についての現状報告
⑧ ABIC 6 月以降の活動概要
⑨ オフィス移転
第203回経理委員会 （9.11）
会計コミッティおよび税務コミッティの活動についての
報告が行われ、日本貿易会令和 2 年度税制改正要望
（案）および国際課税連絡協議会令和２年度税制改正
要望（案）につき審議を行い、了承しました。
第4回特別研究会｢SDGsの達成に向けた商社の取り
組み｣ （9.12）
大野茂樹座長（住友商事㈱サステナビリティ推進
部長）の主導の下、
「SDGs が持つ特質と商社が持
つ強み（特質）の親和性に関するアンケート」に
対するメンバー会社の回答を共有し、ディスカッ
ションを行いました。
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第2回商社シンポジウムタスクフォース （9.12）

第259回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ（9.19）

今年度のテーマ、登壇者の選定につき確認するととも
に、宣伝、運営方針等について検討を行いました。

安全保障貿易管理用語集改訂作業に関する進捗状
況の確認と今後の展開及びグループディスカッション
について検討を行いました。その後、WG 各社の輸出
管理体制について情報・意見交換を行いました。

第7回国際税務ワーキンググループ （9.12）
9 月度税務コミッティで令和 2 年度税制改正要望案が
承認された旨報告が行われた他、同要望内容に係る
外国子会社合算税制に関する経済産業省からの確認
依頼事項について報告が行われました。この他、イン
ド、インドネシアの税務問題について意見交換が行わ
れました。
2019年度第1回新IT機能検討ワーキンググループ（9.17）
IT を活用した営業支援や働き方改革などに関する事
前アンケートを基に意見交換を行いました。その後、
今後のワーキンググループの活動計画について協議
を行いました。
第41回NACCSタスクフォース （9.17）
第 2 回第 7 次 NACCS 更改合同 WG および 2020 年
度プログラム変更要望について報告の後、意見交換を
行いました。
第363回常任理事会 （9.18）
外務省事務次官 秋葉剛男氏から日本外交の展望と
課題等について講演の後、懇談しました。続いて、泉
竜也経理委員会委員長（伊藤忠商事㈱執行役員経理
部長）から、日本貿易会および国際課税連絡協議会
の令和 2 年度税制改正要望、河津専務理事から、電
子経済課税検討の動向について説明の後、同要望に
ついて審議し了承されました。また、河津専務理事か
ら、オフィス移転計画の進捗状況につき報告しました。
第47回常任理事・理事・監事会社連絡会 （9.18）
事務局から､会長定例記者会見､第 363 回常任理事会
（講演および日本貿易会・国際課税連絡協議会の令
和２年度税制改正要望､オフィス移転計画の進捗状況）
について説明した後､ポスト「中期行動計画 2020」の進
捗状況および常任理事・理事・監事会社連絡会の今
後の進め方について説明し､意見交換を行いました。
第88回物流委員会ワーキンググループ （9.18）
経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ
物流企画室係長 二宮翔平氏、山下洋輔氏を招き、貿
易手続きに関するデータ利活用について説明を受け
た後、意見交換を行いました。また、2019 年度各省庁
に対する規制制度改革要望の進捗状況について報告
の後、国際基幹航路の寄港拡大に向けた措置に関す
る要望への対応について協議しました。

第46回広報委員会セミナー （9.20）
テレビ東京ワールドビジネスサテライトの解説キャスタ
ーである山川龍雄氏を招いて「テレビ、新聞、雑誌、ネ
ットが企業広報に求めること」と題して講演頂きました。
メディア論から、政治経済ニュースの裏側、企業広報
に望むことなど、広報関係者にとっては非常に興味深
い内容となり、予定時間いっぱいまで質疑応答が続き
ました。
第9回貿易会ISAC 技術部会 （9.20）
日本電気㈱経営システム本部の深澤大輔氏から
「NEC CSIRT におけるサイバーセキュリティ対策」と題
してご説明いただいた後、各社におけるセキュリティ運
用についてグループディスカッションを行いました。
第3回長期ビジョンタスクフォース （9.24）
商社業界の温暖化対策長期ビジョンの、内容や掲載
する事例等につき意見交換を行いました。
第2回市場委員会ワーキンググループ （9.25）
(公社)日本経済研究センター 研究本部首席研究員
猿山純夫氏、主任研究員 田原健吾氏から「デジタル
資本主義 日本のチャンスと試練」と題してご講演いた
だきました。その後、国際通商関係において今後予想
される課題について意見交換を行いました。
第161回総務専門委員会 （9.26）
(一社)日本いのちの電話連盟／2019 年度賛助会費
募金および(公財)日本シルバーボランティアズ／2019
年度事業費募金への対応、2019 年 10 月 1 日以降の
総務専門委員会寄付拠出分担比率について審議し
了承しました。
貿易動向調査委員会2019年度工場見学会 （9.26-27）
日本の主要産業と地域経済の現状に対する理解を深
めるため、花王㈱酒田工場（山形県酒田市）を訪問し、
サミット酒田パワー㈱（同）ならびにTDK㈱稲倉工場・
TDK歴史みらい館（秋田県にかほ市）、東北銘醸㈱
（山形県酒田市）を見学しました。
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提言・要望等
日本貿易会 令和2年度税制改正要望 （9.30）
経済活動のさらなるグローバル化に対応し､我が国企
業の国際競争力の強化や我が国経済成長の支えとな
る税制改正が必要であることに鑑み､傘下の税務コミッ
ティでの検討を踏まえ経理委員会にて原案（重点要望
51項目､一般要望69項目の合計120項目）を取りまとめ
た後､9月18日開催の第363回常任理事会にて審議・
了承を得て､9月30日､政府・与党に提出しました。
国際課税連絡協議会 令和2年度税制改正要望（9.30）
国際的な税務問題について関係業界が一致団結して
税制改正を要望していくため、日本貿易会が幹事団
体 と なり、 国 際 取引 に関係 の深 い 業界 団 体 と ともに
2000 年より国際課税連絡協議会を結成しています。
令和 2 年度税制改正要望は、国際的二重課税の排除
の強化をはじめとする国際課税を中心に、経済活動の
さらなるグローバル化に対応し、我が国企業の国際競
争力の強化や我が国経済成長の支えとなる税制改正
の必要性から計 15 項目（大項目）を取り上げ、19 団体
の連名で、9 月 30 日、政府・与党に提出しました。

広報・出版活動

日米貿易交渉合意に関する会長コメント （9.26）
日米首脳会談で日米貿易協定の内容に合意したこと
を受け、これを歓迎する会長コメントを発表しました。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20190926.html

商社研修事業
2019年9月度海外赴任前研修 （9.4）
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・危機管理と異
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。今年度から海外安
全対策の講義では、万が一の備えとして有事に遭
遇した際の初動対応訓練を導入し、受講者の方々
により実践的な役立つ内容としております。
次回は 11 月 20 日に開催します。詳細は当会ホー
ムページの商社研修案内をご参照ください。
https://www.jftc.or.jp/profile/seminar.html

講 演 会
第377回日本貿易会ゼミナール
日 時： 9 月 13 日（金）14:00－15:30
演 題： 「2019 年度下半期の経済展望」

改造内閣発足に関する会長コメント （9.11）
第4次安倍第2次改造内閣の発足に当たり、これを歓
迎する会長コメントを発表しました。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20190911.html

会長定例記者会見開催 （9.18）
帝国ホテルにて定例記者会見を開催しました。日本の
貿易動向、日韓関係、米中摩擦、日米貿易協定など
につき活発な質疑応答が行われ、サウジアラビアの石
油施設に対する攻撃に関するコメントは、当日の NHK
ニュース７で放映されました。
会長発言、質疑の概要は以下を参照ください。
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20190918.html

講 師： 岡三証券株式会社
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
日 時： 9 月 19 日（木）12:30－14:00
演 題： 「米中、覇権争いの時代に」
講 師： 日本経済新聞社
コメンテーター

秋田 浩之氏

ご講演のポイントは日本貿易会月報10月号に掲載予
定です。
グローバル・インサイトセミナーシリーズ第2回

日経産業新聞に広告掲載 （9.25）

日 時： 9月6日（金）15:00－17:00

日経産業新聞の「マンスリー編集特集」で商社が取り
上げられましたが、当会はこの特集に協賛し、「グロー
バルなビジネス経験を社会貢献に生かす ABIC 設立
20 周年に向けて」と題する広告を掲載しました。

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
みずほ総合研究所㈱主席研究員 菅原淳一氏
早稲田大学教授 福永友夏氏
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今後の主な講演会予定
第379回日本貿易会ゼミナール 【お申込受付中】
日 時： 10月4日（金）16:00－17:30
演 題： 「日本の国益 ～国際秩序をめぐる米中の
攻防を中心に」（仮題）
講 師： 東京大学大学院 法学政治学研究科
教授

小原 雅博氏

「国益」が最優先される時代、日本はどのようにして国
益を守っていけばよいのか、お話を伺います。
第1624回定例午餐会 【お申込受付中】
日 時： 10 月 18 日（金）11:00－13:00
演 題： 「ビジネスに不可欠な『早く正しく動く』技術」
(仮題)
講 師： ヤフー株式会社
コーポレートエバンジェリスト

伊藤 羊一氏

「わかってはいるけど動けない」人が「最初の一歩」を踏
み出すための思考・行動術についてお話を伺います。

グローバル・インサイトセミナーシリーズ第3回
【お申込受付中】
日 時： 10月15日（火）13:30－16:30
演 題： 「日本のエネルギー政策の方向性
～エネルギー・環境問題の転換に立って」
講 師：東京理科大学大学院 経営学研究科
教授 橘川 武郎 氏
東京国際大学 国際関係学部
教授 武石 礼司 氏
一般財団法人キャノンｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所
研究主幹 杉山 大志 氏
国際貿易投資研究所と共催で、同研究所が進めてきた
資源・エネルギー研究会の成果を発表します。
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