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委員会活動等
「2020年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」
記者発表 （12.2）
貿易動向調査委員会は「2020 年度わが国貿易収支､
経常収支の見通し～輸出が緩やかに持ち直し貿易収
支は改善､経常黒字は 20 兆円回復～」を記者発表し
ました｡
機械類の輸出減を主因に 2019 年度は貿易収支の赤
字幅が約 3 兆円まで拡大し､2020 年度も引き続き貿易
赤字となるものの､日本製の高付加価値品の輸出増な
どを受けて赤字幅は半減する見通しです｡経常収支に
ついては､2019 年度は 2 年連続で黒字縮小となるもの
の 2020 年度には 20 兆円台に回復するとみています｡
第93回市場委員会 （12.3）
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URL www.jftc.or.jp

第44回NACCSタスクフォース （12.5）
輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCS セン
ター）システム企画第 2 課長 田中耕造氏他から
「NACCS 貿易管理サブシステムの NACCS への完全
統合について」と題して､2020 年 6 月に予定されている
貿易管理サブシステムの NACCS への統合について
説明を受け質疑を行いました。
12月度税務コミュッティ （12.5）
第 8 回国際税務ワーキンググループの活動報告の他､
令和 2 年度税制改正要望の経産省との協議状況､
OECD パブリックコンサルテーション文書に係る意見
書提出､意見交換会の出席について報告・情報共有を
行いました。また､2019 年最後の税務コミッティとして､
年間活動報告案についてもご説明の上､審議､了承を
頂きました。

政策研究大学院大学 政策研究院教授 川﨑研一氏
から「EPA の経済効果」について説明を受けました。そ 第3回新IT機能検討ワーキンググループ （12.5）
の後､事務局および座長より､市場委員会ワーキンググ
最新の技術研究・開発に関する知見を深めるため､国
ループの中間報告を行いました。
立研究開発法人 産業技術総合研究への見学会を実
施しました。当日は 14 社 26 名が参加し､「普段見学す
12月度会計コミッティ （12.3）
る機会がなく､貴重な時間になった」など､好評の声が
2019 年度第 3 四半期決算スケジュールに関する情報 寄せられました。
共有の他､企業会計基準委員会（ASBJ）の公開草案
第 69 号「会計方針の開示､会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準(案)」､第 68 号「会計上の見積
りの開示に関する会計基準(案)」､第 66 号「収益認識
に関する会計基準(案)」へのコメントにつき審議・了承
し､開示布令改正への対応､KAM 早期適用の検討状
況､基幹システムの償却方法について情報交換を行い
ました。また 2019 年(暦年)会計コミッティ活動報告案に
つき審議・了承､2020 年開催日程の確認および 2020
年正副幹事の選出を行いました。
第10回ダイバーシティ推進セミナー （12.4）
佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役 佐々
木常夫氏から「個人も組織も成長するダイバーシティ
経営」について説明を受けました。タイムマネジメント
の重要性や､ワークライフバランスを実現する仕事術､リ
ーダーのマネジメントについてお話いただいた後､活
発な質疑応答が行われました。

第58回CSR研究会 （12.6）
委員各社のマテリアリティに関連した目標・KPI
設定等に関するアンケート回答結果､委員各社の
サステナビリティ・ESG に関する説明会開催状況､
委員各社の CSR 関連のプラットフォームへの対
応状況に関するフォローアップ・アンケート結果
について意見交換を行いました。
第93回地球環境委員会 （12.6）
循環型社会構築自主行動計画の 2019 年度フォロー
アップにおける経団連への回答内容について審議を
行い､後日､委員各社の内容確認を得た後､正副委員
長の了解を得て同会に提出することとしました。
次いで､経団連から提出が求められている長期ビジョ
ン・タスクフォースがまとめた気候変動対策長期ビジョ
ンの案を審議して了承し､運営委員会等の審議に委ね
ることとしました。
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2019年度物流委員会実務者情報交換会 （12.9）

第6回特別研究会 （12.12）

「原産地の自己申告制度への対応」をテーマにグルー
プディスカッション形式で意見・情報交換を行いました。
当日は 15 社 23 名が参加し､各社の実務面の課題等
について活発な議論が行われました。

大野茂樹座長（住友商事㈱サステナビリティ推進部長）
による進行の下､商社の活動と SDGs との親和性につ
いて議論した後､今後制作していく成果物について検
討しました。

第25回経営者懇談会 （12.9）

第9回国際税務ワーキンググループ （12.12）

法人正会員の代表者等 29 名が出席し､住友会館にて
開催しました。中村会長の開催挨拶､河津専務理事､
岩城常務理事の当会の主要活動についての報告､柿
木副会長の乾杯発声の後､参加者は幅広い意見交換
を行い､会員相互の懇親を深めました。

令和 2 年度税制改正要望に係る状況共有､今後の対
応について意見交換を行った他､インド・インドネシア
を中心とした国際課税問題に係る意見交換､本邦 CFC
税 制 に お け る 米 国 パ スス ル ー 課 税 に 関 す る 論点
(Distribution の取り扱い等)について､意見交換を
行いました。

第188回安全保障貿易管理委員会 （12.10）
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿
易管理政策課課長 香山弘文氏から「安全保障貿易
管理の動向」について説明を受けました。その後､安全
保障貿易管理用語集の改訂に関する審議､2019 年度
経済産業省への要望に関する報告､2019 年度見学会
に関する報告を行いました。

第41回内部統制連絡会 （12.13）

第357回運営委員会 （12.10）

第45回NACCSタスクフォース （12.13）

【審議事項】
① 気候変動対策長期ビジョンの策定
② 改革パッケージ 2020+
【報告事項】
① 中長期インフラシステム輸出展開の在り方に関す
る提言・有識者会議
② 商社シンポジウム2019開催
③ 2019年度収支予算執行状況
④ 「2020年度わが国貿易収支､経常収支の見通し」
⑤ 経営者懇談会
⑥ 新春懇親会
⑦ オフィス移転進捗状況

第 5 回第 7 次 NACCS 更改ワーキンググループ（海上
保税貨物・航空保税貨物・輸出入通関）について報告
の後､意見交換を行いました｡

技術流出防止管理説明会 （12.12）

ガバナンスや DX（デジタルトランスフォーメーション）､
内部監査部門の強化､J-SOX の課題等をテーマに､金
融庁とのグループディスカッションを実施しました｡参
加委員からは｢各社の意見､金融庁の意見を聞くことが
でき大変参考になった｣との声が寄せられました｡

第77回物流委員会 （12.16）
財務省関税局参事官（国際交渉担当） 河西修氏から
「日米貿易協定の合意内容の概要とその利用につい
て」について説明を受け質疑を行った後､最近の物流
委員会及びワーキンググループの活動に関し報告しま
した。
第4回市場委員会ワーキンググループ （12.16）
㈱電通ソリューション開発室センターフォアキャスト研
究部主任研究員 澁川修一氏から「ポスト 2020 の日
本とビジネス環境の変化について～社会構造､生活
者インサイトを中心に～」の説明を受け､質疑応答を
行った後､今後のワーキンググループの方向性につ
いて議論しました。

中小企業における輸出管理に関する理解を深め､輸
出管理体制構築の支援を目的として､当会と経済産業
省の共催にて技術流出防止管理説明会を開催しまし
た。当日は41社46名が参加し､第1部では安全保障
貿易管理自主管理促進アドバイザー 濱宏氏から
「安全保障貿易管理（入門編）」、第2部では､経済
産業省経済産業局知的財産政策室調査員 関優志
氏から「秘密情報の漏えい対策について」、第3部
では経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保
障貿易管理課課長 大木章弘氏から「技術情報管理」
について説明を受けました。
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第72回財務委員会 （12.17）
㈱野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト木内登
英氏から「2020 年の内外経済・政策見通し」と題して､
2020 年の世界､日本の経済の展望､構造的なポイン
ト､通貨､金融政策について説明を受けました。続い
て､国際協力銀行（JBIC）経営企画部企画課課長 平
田智之氏､ 同行経営企画部業務課調査役 石塚亮氏
から JBIC による支援の対象となる先進国向け事業の
追加（政令改正）について説明を受けました。
第205回経理委員会 （12.18）
会計コミッティと税務コミッティの活動について両コミッ
ティ幹事から報告を受け､企業会計基準委員会（ASBJ）
の公開草案第 69 号「会計方針の開示､会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」､第 68 号「会
計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」､第 66 号
「収益認識に関する会計基準(案)」へのコメントにつき
審議・了承しました。また 2019 年当委員会活動報告案
につき審議・了承し､2020 年開催日程の確認および
2020 年正副委員長を選任しました。
第91回物流委員会ワーキンググループ （12.18）
2019 年度各省庁に対する規制制度改革要望の進捗
状況について報告した後､2020 年度物流委員会活動
計画策定の取り進め方について検討しました。
第164回総務専門委員会 （12.19）
(一財)スポーツ振興資金財団/平成 31 年度財界募金
の対応案について審議・了承しました。続いて､(公財)
全国教誨師連盟/令和元年度事業資金募金､(公財)
警察協会/令和元年度救済援護等事業費募金の対応
案を検討しました。
第261回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
（12.19）

2020 年度安全保障貿易管理委員会の活動に向けた
検討及び 2019 年度安全保障貿易管理委員会見学会
の報告及び次回以降の見学会先の検討を行いまし
た。
第11回貿易会ISAC （12.20）
情報セキュリティ大学院大学 湯淺墾道氏から「最近の
サイバーセキュリティ関連法制の動向」について説明
を受けた後､JPCERT/CC から「BEC 実態調査に関す
る中間報告」について説明を受けました。
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広報・出版活動
商社シンポジウム2019
「モビリティ革命の進行と商社の役割」 （12.11）
有楽町朝日ホールにて開催し､550 名以上が参加しま
した。中村会長から開会挨拶の後､ローランド・ベルガ
ー グローバル共同代表兼日本法人代表取締役社長
長島聡氏から基調講演を頂きました。
その後､神奈川県 理事（いのち・SDGｓ担当）山口健
太郎氏､損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員ビジ
ネスデザイン戦略部長 中村愼一氏､東日本旅客鉄道
㈱技術イノベーション推進本部 IT ストラテジー部門
次長 中川剛志氏から､モビリティのユーザーまたは事
業者の立場での講演が行われました。
最後に､それぞれの講演者の商社に対する期待､問題
提起を受ける形で商社の若手・中堅社員 4 名が､テレ
ビ東京佐々木明子キャスターをファシリテーターにパ
ネルディスカッションを実施し､シンポジウムは成功裡
に終了しました。
シンポジウムの内容は､年明けの週刊東洋経済に掲載
される他､ネット上で動画も公開予定です。当会ウェブ
サイトの案内をお待ちください。

講 演 会

ITI創立 30 周年記念 日本貿易会共催シンポジウム
日時：1 2 月 20 日（ 金） 10:00～12:30
演題：「米中分断経済下の企業戦略」
パネリスト：上智大学教授 前嶋和弘 氏
拓殖大学教授 杜 進 氏
（株）武者リサーチ代表取締役 武者陵司氏
モデレータ：聖心女子大学教授 古川純子氏

今後の主な講演会予定
第1625回定例午餐会 【間もなくご案内】
日 時： 1月21日（火）11:00－13:00
演 題： 「2020年内外経済の展望
～国際政治が無効にした従来型の景気サイクル 」

講 師： （株）スフィンクス・インベストメント・リサーチ
代表取締役

藻谷 俊介氏

東京五輪や米国の大統領選挙などのイベントが控える
なか､2020年の日本経済・世界経済を展望､解説してい
ただきます。
第384回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】

第382回日本貿易会ゼミナール

日 時： 1月23日（木）14:00－15:30

日 時： 12月13日（金）16:00－17:30

演 題： 「最近のアジア情勢」（仮題）

演 題： 「準天頂衛星システム利活用の現状と展望
～GPASによる高精度測位補強サービス」

講 師： 外務省 アジア大洋州局長

滝崎 成樹氏

最近のアジア情勢についてお話を伺います。

講 師： グローバル測位サービス（株）
社長付アドバイザー

五百竹 義勝氏

講演のポイントは日本貿易会月報1・2月号に掲載予定
です。
第383回日本貿易会ゼミナール
日 時： 12 月 19 日（木）12：30～13：30
※講師の都合により通常より時間が短くなっております

演 題： 「すべては「好き嫌い」からはじまる」
講 師： 一橋大学大学院 経営管理研究科
国際企業戦略専攻
教授

楠木 建氏

講演のポイントは日本貿易会月報1・2月号に掲載予定で
す。
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