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今 月 号 の重 要 トピックス

日本貿易会 令和3年度税制改正要望（9.30） ［政1G］
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、戦後最大と言われる経済危機に直面している我が国企業が、不確実
性が一層高まりつつある事業環境の変化に柔軟に対応しながら、国際競争力を維持し、グローバル展開を推進
するうえで、必要な税制上の措置や見直しを求める項目を取りまとめました。
9月23日開催の第367回常任理事会にて、経理委員会／税務コミッティで承認された原案（重点要望23項目、一
般要望70項目の合計93項目）につき審議、機関決定されました。本要望は、9月30日に政府・与党に提出しました。
詳細はURLをご参照ください。https://www.jftc.or.jp/proposals/

第367回常任理事会（9.23）［総1G］
小林会長の主宰で、帝国ホテルにて万全のコロナ対策を取った上で実開催しました。副会長6名、常任理事7名
が出席の下で、来賓の秋葉剛男外務事務次官より「今後の日本外交の展望と課題」と題するご講話と出席者との
懇談の機会を賜りました。続いて、重田哲也経理委員会委員長（三井物産㈱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3年度税制改正要望案について説明の後、審議し了承されました。

会長定例記者会見（9.23）［広G］
帝国ホテルにて定例記者会見を開催しました。冒頭、小林会長から、菅新内閣への期待、自由貿易・経済連携の
維持発展、日本貿易会月報9月号について発言がありました。その後、「デジタル庁」設置など、政府のデジタル
技術を活用した組織変革などについて質疑応答があり、当日、複数の報道機関のウェブニュースやNHKのTVニ
ュースにて報道されました。
委員会活動等
第94回地球環境委員会 （9.4）[広G]【ウェブ開催】
第288回経済産業省・商社政策懇談会 （9.2）[企Ｇ]
【実開催＆ウェブ】

以下の通り説明があり、意見交換を行いました。
① 通商政策の最近の動向について
通商政策局 総務課長 浦上 健一朗 氏
② 海外渡航者新型コロナウイルス検査センターにつ
いて
貿易経済協力局 投資促進課長 木尾 修文 氏
③ インフラ海外展開に関する新戦略の骨子について
貿易経済協力局 貿易振興課長 吉岡 孝 氏
④ サプライチェーン補助金について
貿易経済協力局 貿易振興課長 吉岡 孝 氏
⑤ 中国と三方よし
伊藤忠商事㈱ファッションアパレル部門長補佐
香月 俊哉 氏

GVC削減貢献に関する経団連への提出内容を審議し、
了承されました。
9月度会計コミッティ （9.8）[政1G]【ウェブ開催】
2020年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交
換のほか、各種パブリックコメントへの対応として、IFRIC
暫定アジェンダの決定、国際会計基準審議会（IASB）
「金利指標改革―フェーズ２」の公表、デュー・プロセス・
ハンドブックの改訂版公表について情報共有をしました。
また、IASBディスカッションペーパー「企業結合－開示、
のれん及び減損」へのコメント提出に向けて各社検討状
況について情報交換を実施しました。
第365回運営委員会 （9.9）[企G]【ウェブ開催】
事務局より下記の報告を行いました。
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① 令和3年度税制改正要望案について
② 人事委員会、高年齢者雇用対策タスクフォース設
置について
③ 市場委員会ワーキンググループについて
④ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社およ
び貿易会の対応状況
⑤ オフィス移転の準備状況について
⑥ 9月度常任理事会について
⑦ 9月度経済産業省・商社政策懇談会の報告
⑧ 2020年度予算進捗状況について
⑨ 褒賞・叙勲候補者調査について
⑩ 商社ハンドブック（英語版）発刊
⑪ 広報・CSR関連報告（日経広告、出前授業、経団連
GVC削減目標アンケート集計結果）
⑫ 人材育成計画2020＋について
2020年度第1回市場委員会ワーキンググループ （9.10）
[政3G]【ウェブ開催】

米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの拡大が続き、持
続可能なバリューチェーンの構築が課題となる中、商社
に期待される役割やあるべき方向性について活発な議
論をするためのワーキンググループを設置しました。第
1回会合では、上智大学 法学部教授 川瀬剛志氏をお
迎えし、「新型コロナウイルス感染症と国際通商ルール
－WTO体制はアフターコロナの自由貿易を守れるか－」
についてご講演頂いた後、活発な意見交換を実施しま
した。
9月度税務コミッティ （9.10）[政1G]【ウェブ開催】
日本貿易会 令和3年度税制改正要望案、ならびに国際
課税連絡協議会 令和3年度税制改正要望案について
審議の結果、全委員の了承を得て、経理委員会に上程
することとしました。また、7月に開催した第5回国際税務
ワーキングループでの協議の結果、今後、同ワーキング
グループで取り扱うこととなったテーマについて報告しま
した。
第60回サステナビリティ・CSR研究会 （9.10）［広G］【実
開催＆ウェブ】

コロナ禍により顕在化したESGリスク、脱炭素（カーボン
ニュートラル）に向けたCO2削減目標の有無とその考え
方に関する意見交換を行いました。
笄（こうがい）小学校出前授業 （9.12）［広G］
小学6年生、25人に対して60分間の授業を実施しました。
「世界をつなぐ貿易の仕事」と題して、政策第二グルー
プと協力して貿易の概要、貿易に関する仕事、貿易会
での物流に関する仕事に関して説明を行いました。

2020年度第3回商社シンポジウム実行委員会 （9.14）
[広Ｇ]【実開催＆ウェブ】

テーマ及びターゲット層、開催方法等について検討しま
した。
第1回情報システムワーキンググループ （9.15）[政2Ｇ]
【ウェブ開催】

AIやIoTを活用した営業支援等に関するアンケート及び
新型コロナウイルスを受けての働き方に関するアンケー
トの結果について共有を行った後、今年度のワーキング
グループの具体的取組内容について協議を行いました。
第99回物流委員会ワーキンググループ （9.16）[政2Ｇ]
【ウェブ開催】

2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、
「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」作成に
ついての報告およびインドにおける原産地証明書手続
き変更に関する通達、貿易管理組織に関する意見交換
を行いました。
第212回経理委員会 （9.16）[政１G]【ウェブ開催】
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3年度税制改正要望（案）
および国際課税連絡協議会令和3度税制改正要望（案）
について審議を行い、了承されました。
第268回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
（9.17）[政2G]【ウェブ開催】

安全保障貿易管理委員会におけるパネルディスカッシ
ョンの開催の是非について検討を行った後、規制番号
国際化に関する意見交換について報告を行いました。
第1回高年齢者雇用対策タスクフォース （9.17）[政3Ｇ]
【ウェブ開催】

高年齢者雇用対策安定法が2021年4月より施行される
にあたり、会員企業が円滑に対応していくための情報共
有・意見交換を目的とするタスクフォースを設置しました。
第1回会合では、法政大学大学院 政策創造研究科教
授 石山恒貴氏をお招きし、「シニアの活躍が日本型雇
用を変える」と題しご講演いただいた後、意見交換を実
施しました。
第6回国際税務ワーキンググループ （9.17）[政1Ｇ]【ウェ
ブ開催】

9月度税務コミッティで承認された日本貿易会令和3年
度税制改正要望最終案について、前回協議からの主な
変更点について報告しました。また、「インド・インドネシ
アを中心とした国際課税問題」、「20/3 期のCFC 申告
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に係る振り返り」、「COVID-19 の感染拡大にかかるPE
課税」について意見交換を行いました。

る感想と対外発信について各社の情報共有とアドバイ
スをいただきました。次回は2月の開催を予定していま
す。

貿易会ＩＳＡＣ第15回技術部会 （9.18）[政2Ｇ]【ウェブ開
催】

2020年度第4回商社シンポジウム実行委員会 （9.28）

日本電気㈱経営システム本部CISOオフィスの宮本智氏
より、「NECの海外現地法人、グループ会社へのセキュ
リティガバナンス推進」と題してご講演いただいた後、質
疑応答を行いました。

[広Ｇ]【実開催＆ウェブ】

第367回常任理事会 （9.23）[総1Ｇ]【実開催】
小林会長の主宰で、帝国ホテルにて万全のコロナ対策
を取った上で実開催しました。副会長6名、常任理事7名
が出席の下で、来賓の秋葉剛男外務事務次官より「今
後の日本外交の展望と課題」と題するご講話と出席者と
の懇談の機会を賜りました。続いて、重田哲也経理委員
会委員長（三井物産㈱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3年度税制改
正要望案について説明の後、審議し了承されました。
第52回常任理事・理事・監事会社連絡会 （9.23）[総1Ｇ]
【ウェブ開催】

事務局から、会長定例記者会見、第365回常任理事会
（講演および、令和3年度税制改正要望）、人事委員会
高齢者雇用タスクフォース、市場委員会ワーキンググル
ープの設置、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員
各社および貿易会の対応状況、オフィス移転計画の進
捗状況、2020年第一四半期予算進捗状況、経団連
GVCCO2削減貢献アンケート、小学校への出前事業、
記事広告、商社ハンドブック英語版の発刊について説
明した後、当連絡会のメンバー間の相互理解を深める
ための事業紹介として、今回は長瀬産業㈱から説明が
ありました。

前回会合に引き続きテーマ及びターゲット層について
検討しました。
第43回内部統制連絡会 （9.29）[政3Ｇ]【ウェブ開催】
コロナ禍・アフターコロナにおける内部統制に関する情
報を実施しました。在宅勤務が中心となる中、帳票や承
認ツール、監査業務の電子化などが共通の課題として
挙げられ、それぞれに対する解決策等について情報交
換を行いました。
EUインフラパートナーシップに関するドイツ大使館との
意見交換 （9.30）[政1G]
EU議長国となったドイツ大使館より、「持続可能な連結
性及び質の高いインフラに関する日EUパートナーシッ
プ」に基づいた第三国市場における日EU間の協力に
ついて商社業界と連携するため面談依頼があり、経済
協力委員会主催にて意見交換を実施しました。
第1回きっずプロジェクト分科会 （9.30）[広Ｇ]【実開催＆
ウェブ】

当会のジュニア世代向け広報活動「きっずプロジェクト」
に関する意見交換と方針協議を目的とする分科会を設
置しました。第1回会合では、事務局より「きっずプロジェ
クト」の活動について説明した後、委員各社が取り組ん
でいるキッズ向け広報活動について情報交換を行いま
した。また、本年度の分科会の活動について意見交換
を実施しました。

第169回総務専門委員会（9.24）[総1Ｇ]【実開催＆ウェブ】

垂秀夫新中国大使と会員企業との懇談会（9.30）［政3G］

(公財)がんの子どもを守る会 2020年度事業資金募およ
び(一社)日本いのちの電話連盟 2020年度事業費募金
の対応案を検討しました。続いて、10月1日適用開始の
総務専門委員会寄付拠出分担比率表を審議した後、例
年実施している各社総務部組織図および招集通知の交
換について、より有益な情報交換ができるよう意見交換
しました。

【実開催】
垂秀夫新中国大使と会員企業との懇談会（正副会
長、常任理事会社から14社が参加）が開催され、
各社における中国ビジネスの取り組み状況と課題のほ
か、中国市場の見方や米中関係の影響について意見
交換を行い、垂大使から示唆に富んだご高話を賜りまし
た。

第１回月報・ホームページ分科会 （9.24）[広Ｇ]【実開催
＆ウェブ】

会員各社から月報・ホームページに関して、意見やアド
バイスをいただき、より品質を向上していくため、月報・
ホームページ分科会を設置しました。今回は月報をメイ
ンの議題にあげ、本年度の4月～9月までの月報に関す

提言・要望等
日本貿易会 令和3年度税制改正要望 （9.30）[政１G]
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、戦後最大と
言われる経済危機に直面している我が国企業が、不確
実性が一層高まりつつある事業環境の変化に柔軟に対
応しながら、国際競争力を維持し、グローバル展開を推
進するうえで、必要な税制上の措置や見直しを求める
項目を取りまとめました。
9月23日開催の第367回常任理事会にて、経理委員会
／税務コミッティで承認された原案（重点要望23項目、
一般要望70項目の合計93項目）につき審議、機関決定
されました。本要望は、9月30日に政府・与党に提出しま
した。

菅新内閣発足についての小林会長コメントの発出
（9.16）[広G]
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20200916
.html

『日本貿易会月報』2020年9月号発刊 （9.15）[広G]
【主なコンテンツ】
［貿易投資関係情報］
2020年上半期の日本の貿易動向と今後の注目点
［環境］
2019年度 商社のESG推進活動

国際課税連絡協議会 令和3年度税制改正要望 （9.30）
[政1G]
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3年度税制改正要望では、新型コロナウイルス感染
拡大の影響下において、経済の電子化に伴う課税上の
課題への対応など、経済活動のさらなるグローバル化
に向けて、我が国企業の国際競争力強化や我が国の
経済成長を促す税制改正の要望、合計57項目を取りま
とめ、19団体の連名で、9月30日に政府・与党に提出し
ました。

月報オンラインでもご覧いただけ
ます。
https://www.jftc.jp/monthly/

講 演 会
第392回日本貿易会ゼミナール [調G]【ウェブ開催】
日 時： 10月9日（金）13:00－14:30
演 題： 「２０２０年度下半期の経済展望」（仮題）
講 師： ＳＭＢＣ日興証券株式会社

広報・出版活動
会長定例記者会見 （9.23）[広G]
帝国ホテルにて定例記者会見を開催しました。冒頭、小
林会長から、菅新内閣への期待、自由貿易・経済連携
の維持発展、日本貿易会月報9月号について発言があ
りました。その後、「デジタル庁」設置など、政府のデジ
タル技術を活用した組織変革などについて質疑応答が
あり、当日、複数の報道機関のウェブニュースやNHKの
TVニュースにて報道されました。
日経産業新聞朝刊記事体広告掲載 （9.28）[広G]
日経産業新聞朝刊（9月28日）のマンスリー編集特集「商
社」内に当会記事体広告「持続可能な社会の実現と商
社」を掲載しました。

日英ＥＰＡ大筋合意についての小林会長コメントの発出
（9.11）[広G]
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20200911
.html

金融経済調査部
チーフマーケットエコノミスト 丸山 義正 氏
主要地域に関する景況感の概要や経済全体の先行きに
ついて解説いただきます。

第393回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調G]【ウェ
ブ開催】

日 時： 10月23日（金）14:00－15:30
演 題： 「国際商品市況の展望と課題
～石油・ガス/LNGを中心に」（仮題）
講 師： 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
専務理事 首席研究員

小山 堅 氏

石油・ガス、LNGを中心に国際商品市況の動向について解
説いただきます。

10月の委員会等予定
第50回総務委員会 （10.1）[総1G]

4

・講演：「総務2.0」～テレワーク時代の組織活性を支える、
ミライ型総務部門のあり方
（講師）あまねキャリア工房 代表 沢渡 あまね氏

[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

第54回広報委員会 （10.7）[広G]【ウェブ開催】
・報告：2020年度上半期広報事業及び収支状況につい
て
・審議：2020年度下半期広報事業計画について
第95回地球環境委員会 （10.27）[広G]
・審議：低炭素社会実行計画2020年度フォローアップ結
果に関する経団連、経済産業省への提出案について
第86回貿易保険委員会 （10.9）[政１G]
・講演・説明：「MIGAの活動・活用事例について」（仮題）
(講師) 多数国間投資保証機関（MIGA）東京事務所
所長 林田修一 様
2020年度第2回市場委員会ワーキンググループ （10.8）
[政3G]

・講演・説明：ポストコロナ危機の日本企業のサプライチ
ェーンのあり方～商社への影響と課題・期待とともに
(講師) 東京財団政策研究所 主席研究員 柯 隆 氏
第5回海外安全対策セミナー （10.16）[政3G]
・講演・説明：コロナ禍における海外渡航・赴任前に注意
すべき医療事情と諸対策
(講師)外務省 診療所長 平野 加容子氏
2020年度企業倫理実務者研修会 （10.21）[政3G]
・講演・説明：コロナ禍におけるテレワーク上の労務問題
(講師)TMI総合法律事務所 弁護士 大嵜 将史氏
第8回ダイバーシティ推進コミッティ （10.22）[政3G]
・内容：コロナ禍、アフターコロナにおける働き方に関す
る情報交換

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
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