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～日本貿易会は2021年1月18日より新オフィスへ移転しました～
半世紀にわたって入居した世界貿易センタービルの再開発による取り壊しに伴い、下記住所に移転いたしました。
新オフィスには、効率的な会議運営や会員間の交流がしやすい各種機能が備わっております。
当会事務局は、この度の移転を機に、より一層の会員サービス充実と生産性の向上に取り組んで参ります。
＜住所＞ 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 1 号霞が関コモンゲート西館 20 階
（国際社会貢献センター（ABIC）も同フロアに移転しております）
2 月 号 の重 要 トピック

小林会長 新春動画ご挨拶掲載 （1.4）
小林会長の新春動画メッセージを掲載しました。当会ホームページをご覧ください。（梶山経済産業大臣の新春動画に
ついては1/31までの公開となっております）。

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210104.html

会長コメント発出
以下 3 点について会長コメントを発出いたしました。内容は当会ホームページをご覧ください。
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
・日英包括的経済連携協定発効について（1.1）
・政府による緊急事態宣言再発令について（1.8）
・バイデン米国大統領就任について（1.21）

委員会活動等
1月度税務コミッティ （1.7）[政1G]【ウェブ開催】
2021 年税務コミッティ検討課題について意見交換を行いま
した（1 月 14 日に書面審議、了承）。また、令和 3 年度税制
改正要望の成果について確認しました。
1月度会計コミッティ （1.8）[政1G]【ウェブ開催】
2021 年正副幹事の就任挨拶の後、各社意見を踏まえ取り
まとめた当コミッティの 2021 年検討課題について意見交換
を行い、異議なく了承されました。また、IASB 公開草案「セ
ール・アンド・リースバックにおけるリース負債」、IASB ディス
カッションペーパー「共通支配下の企業結合」、IASB 情報
要請適用後レビューIFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS
第 11 号「共同支配の取決め」および IFRS 第 12 号「他の企
業への関与の開示」、IFRIC 暫定アジェンダ決定 「特約条
項付きの債務の流動又は非流動への分類(IAS 第 1 号「財
務諸表の表示」)」、IFRIC 暫定アジェンダ決定 「給付の勤
務期間への帰属(IAS 第 19 号「従業員給付」)」、IFRIC 暫定

アジェンダ決定 「クラウド・コンピューティング契約における
コンフィギュレーション又はカスタマイゼーションのコスト
(IAS 第 38 号「無形資産」)」、IFRIC 暫定アジェンダ決定
「実質金利によるキャッシュ・フローの変動可能性のヘッジ
(IFRS 第 9 号「金融商品」)」、ASBJ 公開草案 「収益認識に
関する会計基準の適用指針の改正案」の計 8 件の意見提
出について今後の対応の情報共有を行った後、KAM 強制
適用に関する各社対応の情報交換を行いました。
第369回運営委員会 （1.13）[企G]【ウェブ開催】
事務局より下記の報告を行いました。
①「日本貿易会ISACの歩み（仮）」の作成について
②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
③オフィス移転の進捗状況について
④次期特別研究事業案について
⑤2021事業計画・2021予算・2020事業報告の作成スケジ
ュール
⑥運営委員会によるガバナンス強化（運営委員会の活性
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化）について
第16回貿易会ISAC技術部会 （1.18）[政2G]【ウェブ開催】
加盟会社のスキルアップを目的としてログ分析に関するハ
ンズオントレーニングを終日型にて実施しました。当日は①
脆弱箇所の発見、②堅牢化、③初動対応、④振り返りを行
いました。

広報・出版活動
梶山経済産業大臣、小林会長 新春動画ご挨拶掲載 （1.4）
小林会長の年頭所感につきましては、以下よりご覧いただ
けます（梶山経済産業大臣の新春動画については1/31ま
での公開となっております）。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210104.html

第215回経理委員会 （1.20）[政1G]【ウェブ開催】
2021 年正副委員長からの就任挨拶の後、1 月度税務コミッ
ティおよび 1 月度会計コミッティで検討した 2021 年の活動
計画と検討課題について各コミッティ幹事から報告があり、
本委員会において審議した結果、異議なく了承されました。
このほか 2020 年委員長から 2020 年本委員会会計報告が
行われ、異議なく了承されました。

会長コメント発出 [広G]
・日英包括的経済連携協定発効について（1.1）
・政府による緊急事態宣言再発令について（1.8）
・バイデン米国大統領就任について（1.21）
ホームページでご覧いただけます。
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html

第271回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
（1.21）[政2G]【ハイブリッド開催】

規制番号の国際化に向けた検討の進捗状況およびパネル
ディスカッションの実施について事務局より報告の後、来期
の安全保障貿易管理委員会に関するアンケートについて
協議を行いました。
第90回情報システム委員会 （1.27）[政2G]【ハイブリッド開催】
事務局より「日本貿易会 ISAC の歩み（仮題）」の作成およ
び来期情報システム委員会に関するアンケートについて説
明を行った後、内閣官房 IT 総合戦略室企画官 清重 典
宏氏よりデジタル庁創設について説明を受けました。
第103回物流委員会ワーキンググループ （1.28）[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」作成に向けた
進捗状況、物流委員会活動アンケートについて事務局より
報告の後、コンテナ需給の世界的な逼迫について意見交
換を行いました。
第173回総務専門委員会 （1.28）[総1G]【ハイブリッド開催】
(公財)海外日系人協会 令和 2 年度事業費募金の対応案
について審議、了承した後、(公財)全国教誨師連盟 令和2
年度寄付募金の対応案を検討しました。
第87回貿易保険委員会 （1.28）[政1G]【ウェブ開催】
経済産業省通商金融課長 藤井亮輔氏より「インフラ海外
展開支援等の動向と貿易保険制度の在り方」についてご説
明いただいた後、意見交換を行いました。

『日本貿易会月報』2021年1・2月号発
刊 （1.26）[広G]
【主なコンテンツ】
［新春特集］
・会長年頭所感
・副会長による「新年の抱負」
・常任理事に聞く2021年の展望
［提言・要望］
電子経済に関する課税上の課題への対応～経済協力開
発機構（OECD）への意見書提出～
［国際社会貢献センター（ABIC）20周年記念特別企画 第5
弾］
地方自治体・中小企業支援活動
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： 「アフターコロナの時代を展望する」
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
講演のポイントは日本貿易会月報3月号に掲載予定です。

今後の主な講会予定
第399回日本貿易会ゼミナール [調G]
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日 時： 2月2日（火）13:00-14:30
演 題： 「2021年以後の世界秩序と日本の戦略」
講 師： 公益財団法人笹川平和財団
安全保障研究グループ
上席研究員 渡部 恒雄 氏
世界情勢を読み解く視点と日本の在り方について解説いた
だきます。
第400回日本貿易会ゼミナール 【お申込受付中】[調G]
日 時： 2月8日（月）13:00-14:30
演 題： 「アフターコロナの世界情勢を展望する」（仮）
講 師： 株式会社外交政策研究所 代表
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹 宮家 邦彦 氏
アフターコロナの世界情勢のトレンドについて解説いただき
ます。

所管グループ連絡先
[総1G] 総務第一グループ Tel.03-5860-9377
[総2G] 総務第二グループ Tel.03-5860-9360
[企G]

企画グループ Tel. 03-5860-9362

[政1G] 政策業務第一グループ Tel.03-5860-9380
[政2G] 政策業務第二グループ Tel.03-5860-9368
[政3G] 政策業務第三グループ Tel.03-5860-9372
[広G]

広報･CSRグループ Tel.03-5860-9354

[調G]

調査グループ Tel.03-5860-9376

2月の委員会等予定
第3回高年齢者雇用対策タスクフォース（2.4）[政3G]
・講演：人生100年時代に向けたシニア社員の
キャリア支援施策「キャリア・カンバス・プログラム」（仮）
・講師：ソニー株式会社
人事センターEC人事部統括部長 大塚 康 氏
第5回市場委員会ワーキンググループ（2.18）[政3G]
・検討：レポート（案）
第174回総務専門委員会 （2.25）[総1G]
・審議：(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
第97回市場委員会 （2.26）[政3G]
・講演：「ポストコロナのグローバル・バリューチェーン
～市場委員会ワーキンググループの成果とともに」
（仮題）
・講師：早稲田大学政治経済学術院 教授 戸堂 康之 氏
・審議：市場委員会ワーキンググループ レポート
・審議：2020年度事業報告（案）および2021年度事業計画（案）
第6回海外安全対策セミナー （3.4）[政3G]
・講演：「コロナ禍における海外安全対策」
・講師：インターナショナルSOS
リージョナルメディカルディレクター 野村 亜希子 氏
セキュリティディレクター 黒木 康正 氏
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