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委員会活 動 等
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの会
合が書面開催となりました。

第360回運営委員会 （3.11）[企G]

2019 年度当専門委員会活動報告（案）、2020 年度当
専門委員会開催日程（案）について審議し了承されま
した。

【審議事項】
① 2020 年度事業計画〔事業方針〕（案）
② 諸規程の整備（案）
③ 事務所移転準備資産の積立計画の変更（案）およ
び事業基盤強化資産の積立計画（案）
④ 第 167 回理事会議案（案）
【報告事項】
① HP 更新情報についてのメール配信サービストライ
アルご協力のお願い
② 2019 年度アニュアルレポート原案
③ 日本貿易会事務局人員計画
④ ABIC 事業活動の概要報告
⑤ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状
況（3 月 6 日版）(資料配布)
⑥ 第 11 回ダイバーシティセミナー(資料配布)
【連絡事項】
委員交替について

3月度税務コミッティ （3.5）【書面開催】[政一G]

第73回財務委員会 （3.11）[政一G]

令和 3 年度税制改正要望の検討状況、第 1 回国際
税務ワーキンググループの活動内容、グループ通算
制度に関する意見照会への対応状況、OECD 国別報
告書パブコメへの意見書提出、税務体制に関するアン
ケートのとりまとめ結果、資本等取引に関する政令案
へのコメント提出について報告しました。

国際協力銀行経営企画部業務課調査役 石塚亮氏、
経営企画部企画課調査役 外岡佑介氏から「成長投
資ファシリティの創設・開始」について説明があり質疑
応答を行いました。続いて、2019 年度当委員会活動
報告案につき審議し了承の後、2020 年度当委員会正
副委員長を選任しました。

第42回内部統制連絡会 （3.9）【書面開催】[政3G]

第59回CSR研究会 （3.13）【書面開催】[広G]

2019 年度当連絡会事業報告（案）、2020 年度当連絡
会事業計画（案）について審議し了承されました。

2019 年度当研究会活動報告（案）を審議し了承の後、
2020 年度当研究会正副座長を選任し、研究会名称の
サステナビリティ・CSR 研究会への変更、2020 年度当研
究会活動方針（案）を承認しました。また、委員会再編
については見合わせることを事務局から報告しました。

3月度会計コミッティ （3.3）【書面開催】［政一G]
IASB 公開草案「全般的な表示及び開示」への意見提
出に係る各社検討状況の共有および実務対応報告公
開草案第 58 号「連結納税制度からグループ通算制度
への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
（案）」の意見募集への対応要否検討結果の報告をし
たほか、開示布令改正、KAM 早期適用、新型コロナウ
イルス、オリンピックに関する決算関連への対応につ
いての情報交換を行い、IFRIC アジェンダ決定につ
いて情報共有を行いました。
第166回総務専門委員会 （3.4）【書面開催】[総1G]

第61回法務委員会 （3.10）【書面開催】[政3G]
2019 年度当委員会事業報告（案）、2020 年度当委員
会事業計画（案）について審議し了承されました。

第12回貿易会ISAC技術部会（3.13）【ウェブ会議】[政2G]
第116回貿易動向調査委員会 （3.10）【書面開催】[調G]
2019 年度当委員会活動報告(案)、2020 年度当委員
会活動計画案(案)、2020 年度当委員会新委員長(案)
について審議し了承されました。

ウェブ会議を開催。日本電気㈱経営システム本部の谷
川哲司氏から「2019 年度の攻撃状況の総括」と題して
説明がありました。
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第48回総務委員会 （3.16）【書面開催】[総1G]
2019 年度当委員会活動報告案、2020 年度当委員会
活動計画案、2020 年度当委員会正副委員長案につ
き審議し了承されました。2020 年度活動計画において
は、例年の各種公益法人等への寄付を通じた社会貢
献活動、企業防衛に関する取り組みとして警察当局と
の連携強化のほか、パンデミック BCP への対応、オフ
ィス改革～社内コミュニケーションに重点を置いて活動
を行うこととしました。

第94回地球環境委員会 （3.25）【書面開催】[広G]
2019 年度当委員会事業報告（案）を審議し了承した後、
2020 年度当委員会正副委員長を選任し、経団連・チ
ャレンジゼロ宣言への対応方針、2020 年度当委員会
事業計画（案）を承認しました。また、産業構造審議会
流通・サービス WG 会合、気候変動長期ビジョン、循環
型社会構築自主行動計画の今後のあり方について事
務局から報告するとともに、委員会再編については見
合わせることを事務局から報告しました。

第72回人事委員会 （3.17）【書面開催】[政3G]
2019 年度当委員会事業報告（案）、2020 年度当委員会 第78回物流委員会 （3.26）【書面開催】[政2G]
事業計画（案）および商社研修事業ワーキンググループ 2019 年度当委員会事業報告(案)、2020 年度当委員
の今後の体制（解散）について審議し了承されました。
会事業計画(案)、2020 年度当委員会活動体制(案)に
ついて審議し了承されました。また、各省庁に対する
第208回経理委員会 （3.18）【書面開催】[政1G]
規制・制度改革に関する要望の進捗状況についてウ
いずれも書面開催にて実施された 3 月度の会計コミッ ェブにて事務局より説明しました。
ティおよび税務コミッティの活動内容について書面に
て報告しました。
第88回情報システム委員会 （3.30）【書面開催】[政2G]
第94回市場委員会 （3.19）【書面開催】[政3G]
2019年度当委員会事業報告（案）、2020年度当委員
会事業計画（案）について審議し了承されました。

2019 年度当委員会事業報告（案）、2020 年度当委員
会事業計画（案）及び 2020 年度当委員会活動体制
（案）について審議し了承されました。
第43回月報・HPタスクフォース （3.31）【書面開催】

第41回社会貢献・ABIC委員会（3.19）【書面開催】[総1G]
2019 年度当 C 委員会活動報告(案)、2020 年度当 C
委員会活動計画案(案)、2020 年度当委員会正副委員
長(案)について審議し了承されました。

[広報G]

当タスクフォースの名称変更、新年度の月報新企画の
内容、当会ホームページのアクセス状況について書面
にて報告し、意見を募集しました。

第167回理事会 （3.25）【書面開催】[総1G]
中村邦晴代表理事・会長から「事務所移転準備資産
の積立計画の変更（案）及び事業基盤強化資産の積
立計画（案）」「改革パッケージ 2020+ ～日本貿易会
中期行動計画の改訂と事務局運営理念の策定～
（案）」「定時総会で承認を得るまでの間の 2020 年度
予算執行（案）」「気候変動対策長期ビジョンの策定に
ついて（案）」「推薦個人会員の入会（案）」「審議員の
委嘱（案）」「就業規則等 4 規程の改訂（案）」「定時総
会の日時、場所および議事（案）」の 8 件の決議事項に
ついて提案し、理事全員（33 人）から書面により同意の
意思表示を得て（かつ監事全員（2 人）が異議を述べ
なかった）、同議案は可決されました。また、「職務執
行状況」「事務局組織の状況」について報告しました。
第189回安全保障貿易管理委員会（3.25）【書面開催】[政2G]
2019 年度当委員会事業報告（案）、2020 年度当委員
会事業計画（案）及び 2020 年度当委員会活動体制
（案）について審議し了承されました。
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広報・出版活動
『日本貿易の現状2020』発刊 （3.31）[調G]
2019 年の日本の貿易統計の内容を解説した「日本貿
易の現状 Foreign Trade 2020」を発刊しました。
（B5判、和英併記、価格500円（税抜き）、会員無料）

会長コメントの公表(3.26)[広G]
「東京オリンピック・パラリンピックの開催延期及び
新型コロナウイルス感染症対策について」
日本経済新聞朝刊に全面広告掲載(3.27) [広G]
「（特別対談）シニア人材の活用で、人手不足解消、地
域経済の活性化を後押し」と題して、三村日本商工会
議所会頭と当会中村会長の対談を掲載しました。

今後の主な講演会予定
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会
の開催を見合わせております。

今後の委員会等予定
第167回総務専門委員会 （4.23）[総1G]
『商社ハンドブック2020』発刊 （3.31）[調G]
商社の概要を分かりやすく解説した「商社～グローバ
ルな価値創造に向けて（商社ハンドブック 2020）」を発
刊しました。
（A4 判、和文、価格 500 円（税抜き）、会員無料）。

・議題：委員の異動、2020 年度活動方針の詳細確認
第9・10回特別研究会 （4.10、4.28）[企G]
実開催検討中
第287回経済産業省・商社政策懇談会 （4.16）[企G]
実開催検討中

所管グループ連絡先
[総1G] 総務第一グループ Tel.03-3435-5952
[総2G] 総務第二グループ Tel.03-3435-6920
[企G] 企画グループ Tel.03-3435-5956
[政1G] 政策業務第一グループ Tel.03-3435-5951
[政2G] 政策業務第二グループ Tel.03-3435-6324
[政3G] 政策業務第三グループ Tel.03-3435-5966
[広G] 広報･CSRグループ Tel.03-3435-6323
[調G] 調査グループ Tel.03-3435-5959
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