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新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
平素より当会の活動につきましてご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
先月の当会の重要トピックスと委員会活動等をお知らせします。
今 月 号 の重 要 トピック

令和３年度与党税制改正大綱についての小林会長コメント（12.10）
令和３年度与党税制改正大綱について会長コメントを発出しました。内容は当会ホームページをご覧ください。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20201210.html

委員会活動等
12月度会計コミッティ （12.1）[政1G]【ウェブ開催】
2020年度第3四半期決算スケジュールに関する情報共有
のほか､IFRS第17号「保険契約」に関する情報交換を行
いました。また2020年(暦年)会計コミッティ活動報告案に
ついて審議・了承､2021年開催日程の確認および2021年
正副幹事を選任しました。
2020年度内部統制セミナー （12.2）[政3G]【ウェブ開催】
八田進二青山学院大学名誉教授・大原大学院大学教授
より、健全な組織風土を整備・運用するための内部統制
のあり方についてご講演いただきました。
12月度税務コミッティ （12.3）[政1G]【ウェブ開催】
12月14日提出のOECD電子経済課税Blueprintに関する
意見書案、移転価格税制調査の契約更新、税務コミッテ
ィ2020年（暦年）年間活動報告案について審議、承認し
た後、第7回国際税務WGの報告を行いました。また2021
年正副幹事を選任し、税務コミッティ開催日程を確認しま
した。
「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」記者発
表 （12.3）[調G]
貿易動向調査委員会は「2021 年度わが国貿易収支､経
常収支の見通し～輸出入の回復は緩やかだが、貿易収
支は改善し、経常収支黒字も拡大～」を記者発表しまし
た｡2020 年度は新型コロナ感染症の影響による世界的な
経済縮小により、輸出入ともに大幅に減少し、2021 年度

は輸出入ともに持ち直すも新型コロナ危機前の水準には
回復しない見通しです｡経常収支については､2020 年度
は黒字縮小するものの、2021 年度は 2019 年度と同水準
に回復するとみています｡
第63回法務委員会グループディスカッション (12.4）[政
3G]【ウェブ開催】

4つのテーマに分かれ、オンラインにてグループディ
スカッションを実施しました。
①法務人材のスキル評価、育成、キャリアパス、働き
方の変化
②電子・ペーパーレス関連（コミュニケーションツー
ルの法務における活用、電子署名による契約締結）
③法務に関わるグループガバナンス（コンプライアン
ス推進体制を含む）
④外部専門家（弁護士事務所等）の効果的な活用方法
第98回地球環境委員会 （12.4）[広G]【ウェブ開催】
最初に、経済産業省産業技術環境局地球環境連携室か
ら「ビジネス主導の国際展開としてのCEFIAについて」説
明いただき、意見交換を行いました。続いて、事務局より
2020年度循環型社会形成自主行動計画フォローアップ
調査の集計結果および経団連への回答（案）を付議し、
審議を行った結果､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経団連に提出することとしまし
た。また事務局より2025年度目標（案）を付議し、審議を
行った結果、後日､審議内容を踏まえ修正案を作成の上
委員各社の内容確認を得た後､正副委員長の了解を得
て経団連に提出することとしました。
第43回社会貢献・ABIC委員会 （12.8）[広G]【ウェブ開催】
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国際社会貢献センター(ABIC)常務理事・事務局長 宮崎
浩志氏から ABIC の活動進捗報告があり、質疑応答を行
いました。続いて、委員各社の社会貢献、環境・ESG 関連
の社内担当部署について情報交換を行った後、コロナ禍
における委員各社の社会貢献活動について意見交換を
行いました。
第61回サステナビリティ・CSR研究会 （12.9）[広G]【ウェブ
開催】

委員各社のサステナビリティ・CSR 関連ガバナンス体制お
よび CSR 関連プラットフォームへの対応状況につい
て情報交換を行った後、気候変動問題情報開示の取り組
みについて意見交換を行いました。
第368回運営委員会 （12.9）[企G]【ウェブ開催】
事務局より下記の報告を行いました。
①第52回日韓経済人会議の報告
②「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」
③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
④オフィス移転の進捗状況について
⑤2021年新春懇親会について（中止のお知らせ）
⑥次期特別研究事業案について
⑦2020年度収支予算執行状況
⑧循環型社会自主行動計画アンケート調査結果
⑨ABIC2020年度上半期活動概要報告
第4回市場委員会ワーキンググループ （12.10）[政3G]【実
開催＆ウェブ】

有を行いました。
第64回法務委員会 （12.11）[政3G]【ウェブ開催】
山本大輔公正取引委員会経済取引局総務課企画室長よ
り、令和元年独占禁止法改正により導入される新制度に
ついてご説明いただきました。
2020年度第６回商社シンポジウム実行委員会 （12.11）
[広G] 【ウェブ開催】

前回会合に引き続きテーマおよび開催形式等について
検討し、テーマについては書面の形式により採択するこ
とで合意しました。
本村小学校出前授業 （12.14）［広G］［政2G］
6年生、36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、2グループが協働して
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。
第191回安全保障貿易管理委員会 （12.15）[政2G]【実開
催】

金杜法律事務所パートナー弁護士 劉新宇氏より「中国
輸出管理法の注目ポイントと実務対応」と題してご説明い
ただいた後、質疑応答を行いました。その後、安全保障
貿易管理委員会及びWGの活動状況について事務局より
報告を行いました。
第102回物流委員会ワーキンググループ （12.16）[政2G]
【ウェブ開催】

商社がDXを活用し、SDGsを踏まえ、グローバル・バリュ
ーチェーンを再編している事例について検討、共同研究
者である戸堂康之早稲田大学政治経済学術院経済学研
究科教授より中間総括の後、今後の進め方について検討
しました。

「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」および
次年度物流委員会活動について検討を行った後、コンテ
ナ需給の世界的な逼迫について意見交換、第5回港湾の
電子化（サイバーポート）推進委員会について報告を行
いました。

第8回国際税務ワーキンググループ （12.10）[政1G]【ウェ

第96回市場委員会 （12.16）[政3G]【実開催＆ウェブ】

ブ開催】

インド・インドネシアを中心とした国際課税問題について
意見交換を行い、12月14日提出のOECD電子経済課税
Blueprintに関する意見書案の取りまとめ結果と2020年
（暦年）国際税務ワーキンググループ年間活動につい
て報告しました。
新コミュニケーションツール活用情報交換会 （12.10）[政
2G]【ウェブ開催】

各社にて利用しているメールやWeb会議システムなどの
コミュニケーションツールの利用状況及び検討状況につ
いて事前アンケートを踏まえて共有の上、電子承認やテ
レワークなどの各社にて関心のある事項について情報共

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江憲史教授
をお迎えし、「ポストコロナのSDGs～世界の動向を中心に」
についてご講演いただいた後、高木光暢座長（三井物産
㈱経営企画部グローバル業務室次長）よりワーキンググ
ループの活動状況について中間報告を行いました。
12月度経理委員会 （12.16）[政1G]【ウェブ開催】
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､移転価格税制調査の契約更新につ
いて審議・了承しました。また2020年（暦年）当委員会活
動報告案について審議・了承し､2021年開催日程の確認
および2021年正副委員長を選任をしました。
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第17回貿易会ISAC実務部会 （12.18）[政2G]【ウェブ開催】
日本電気㈱ サイバーセキュリティ戦略本部 本部長代理
淵上真一氏より「サイバーセキュリティの動向からみるリス
クマネジメント」と題してご説明いただいた後、質疑応答を
行いました。
第9回ダイバーシティ推進コミッティ （12.22）[政3G]【ウェブ
開催】

㈱日立製作所人財統括本部グローバル人財戦略推進部
舘田清志氏より、「日立の事業変革とグローバル人財戦
略」についてご講演いただきました。
第75回財務委員会 （12.22）[政1G]【ウェブ開催】
金融庁総合政策局リスク分析総括課 ｺﾝﾀﾞｸﾄ企画調整官
辻村智哉様、株式会社三菱ＵＦＪ銀行経営企画部 部長
合田健一郎氏、野村證券株式会社マクロ・トレーディング
部 共同部長マネージング・ディレクター 野々村茂氏、
日本銀行金融市場局市場企画課市場整備グループ グ
ループ長 千葉誠氏の4名を講師にお招きし、「LIBORの
恒久的な公表停止に備えた対応」についてご講演いた
だき、質疑応答を行いました。
2020年度第７回商社シンポジウム実行委員会（12.22）

講 演 会
第396回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 12月15日（火）16:00-17:30
演 題： 「テレワークにおけるマナーとコミュニケーション
の取り方」
講 師： ヒロコマナーグループ代表
ウイズ株式会社
代表取締役会長 マナー西出ひろ子 氏
第397回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 12月21日（月）14:00-15:30
演 題： 「習近平政権期の中国外交と米中関係」
講 師： 独立行政法人日本貿易振興機構
アジア経済研究所
地域研究センター・東アジア研究グループ長
松本 はる香 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。

今後の主な講演会予定

[広G] 【書面審議】

書面の形式にて選択された３つのテーマについ
て諮り「SDGs」を採択しました。
第172回総務専門委員会 （12.24）[総1G]【】
(公財)警察協会 2020年度事業資金募金、(一財)スポー
ツ振興資金財団 令和2年度財界募金、(公財)日本シル
バーボランティアズ 2020年度事業費募金の対応案につ
いて審議、了承した後、(公財)海外日系人協会 令和2年
度事業費募金の対応案を検討しました。また、大阪・関西
万博について情報交換を行いました。

第398回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 1月13日（水）16:00-17:30
演 題： 「アフターコロナの世界を展望する」
講 師： 新潟県立大学 国際経済学部 国際経済学科
教授 中島 厚志 氏
2021年の内外経済の長期的な展望について解説いた
だきます。

1月の委員会等予定
広報・出版活動
第173回総務専門委員会 （1.28）[総1G]
『日本貿易会月報』2020年12月
号発刊 （12.15）[広G]
【主なコンテンツ】
［特集］「SDGsと商社」
［貿易投資関係情報］
「2021年度わが国貿易収支、
経常収支の見通し」
月報オンラインでもご覧頂けます。
https://www.jftc.jp/monthly/

・審議：公財)海外日系人協会 令和2年度事業費募金へ
の協力について
・検討：(公財)全国教誨師連盟 令和2年度活動資金募金
への協力について

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
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[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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