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今 月 号 の重 要 トピック

商社のための原産地自己申告制度ガイダンス （3.8）[政 2G]
物流委員会では、商社が原産地の自己申告制度を利用する上で必要な準備作業・留意点など
をまとめ、会員企業に FTA を最大限活用していただくことを目指して、「商社のための原産地自
己申告制度ガイダンス」を作成しました。当会会員の皆さまに PDF にて無償提供しておりますの
で、各社における管理体制の強化や社内教育教材などにご活用いただけますと幸いです。
https://www.jftc.or.jp/shosha/procedure/

「日本貿易会 ISAC の歩み」 （3.31）[政 2G]
日本貿易会では、2016年4月にサイバーセキュリティについて情報共有を行う日本貿易会ISAC
を発足いたしました。この度、5 年間の活動を振り返り「日本貿易会 ISAC ではどのようなことに取
り組んでいるのか」を皆さまに知っていただくために「日本貿易会 ISAC の歩み」を作成いたしま
した。電子ブックにて無償提供しておりますので、本誌をご一読いただき、サイバーセキュリティ
ご理解の一助としていただければ幸いです。
https://www.jftc.or.jp/shosha/isac/

「グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおける商社の役割」 （3.30）[政 3G]
市場委員会では、米中貿易摩擦が長期化の様相を見せ、新型コロナウイルス感染症の世界的
な拡大も加わり、国際通商の現場が持続可能なグローバル・バリューチェーンの構築に向けて
模索する中、ワーキンググループを設置してアフターコロナにおける商社の役割を検討し、ディ
スカッション・ペーパーとしてとりまとめました。多くの方々の気づきにつながれば幸いです。
https://www.jftc.or.jp/shosha/discussion/

委員会活動等
3 月度会計コミッティ （3.2）[政 1G]【ウェブ開催】
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」及び IFRS 第
12 号「他の企業への関与の開示」）」への当会提出コメン
ト案について審議・了承した後、IASB ディスカッション・ペ
ーパー「共通支配下の企業結合」、ASBJ 公開草案「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」、IFRIC 暫定アジ
ェンダ決定「棚卸資産の販売に要するコスト（IAS 第 2 号
「棚卸資産」）」、IFRIC 暫定アジェンダ決定「企業がもは
や継続企業ではない場合の財務諸表の作成（IAS 第 10
号「後発事象」）」への対応について情報共有を行いまし
た。

第 10 回ダイバーシティ推進コミッティ （3.2）[政 3G]【ウェ
ブ開催】

㈱アパショナータ代表 パク・スックチャ氏を招き、「誰
もがイキイキと活躍できるDiversity & Inclusionに向けて
～アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を探求する
～」についてご講演いただきました。その後、座長より
2021年度活動の総括、2021年度の体制の確認を行い
ました。
第 55 回広報委員会 （3.3）[広 G]【ウェブ開催】

2020 年度活動報告（案）および 2020 年度「特別広報
会計」収支報告（案）、2021 年度活動計画（案）および
2021 年度「特別広報会費」収支予算（案）について審
議・了承した後、2021 年度正副委員長を選任しました。
その他、事務局から当委員会活動に関するアンケー
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トの集計結果について報告しました。
第 51 回総務委員会 （3.4）[総 1G]【ハイブリッド開催】
当委員会の本年度の重点施策の一つとして「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」を掲げてい
ることを踏まえ、警視庁に入庁し警察本部長等を歴任さ
れた後、企業の危機対応、反社会的勢力等への対応、内
部統制システムの構築・運用等に取り組まれている、樋口
コンプライアンス法律事務所弁護士 樋口眞人氏から反
社会的勢力等への企業の対応等について説明を受けま
した。続いて、当委員会の 2020 年度活動報告（案）およ
び 2021 年度活動計画（案）について審議・了承した後、
2021 年度正副委員長を選任しました。
3 月度税務コミッティ （3.4）[政 1G]【ウェブ開催】
事前送付した令和 4 年度税制改正要望事項に関する絞
り込みアンケートの結果を取りまとめた重点要望項目、一
般要望項目の一覧を確認し、意見交換を行いました。ま
た、重点要望項目の優先順位を検討しました。
第 6 回海外安全対策セミナー （3.4）[政 3G]【ウェブ開催】
インターナショナル SOS シンガポール リージョナルメディ
カルディレクターアジア地域担当 野村亜希子医師およ
びセキュリティディレクター ノースアジア 黒木康正氏を
招き、「コロナ禍における海外安全対策」についてご講
演いただきました。
第 75 回人事委員会 （3.10）[政 3G]【ウェブ開催】
㈱people first 代表取締役 八木洋介氏を招き、「戦略人
事と変革のリーダーシップ」についてご講演いただきまし
た。また、委員長と事務局より金融庁による大企業人材と
地域企業のマッチング促進事業への対応について報告
を行った後、2020 年度活動報告案（案）および 2021 年度
活動計画（案）について審議・了承しました。
第 371 回運営委員会 （3.10）[企 G]【ウェブ開催】
下記の事項について審議・了承しました。
① 第169回理事会議案について
(諸規程の整備、職務執行状況および中期行動計画
2022進捗状況)
② 2021年度事業計画（案）
③ 2021年度運営委員会活動方針（案）
④ 2021年度収支予算（案）作成に向けた当会収支構造
の説明
事務局より下記の報告を行いました。
① 令和3年度税制改正要望結果
② インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談
会および当会要望結果
③ 「商社のための原産地自己申告制度ガイダンスにつ

④
⑤
⑥
⑦

いて
「日本貿易会ISACの歩み（仮題）」について
会費収納方法等の変更について
市場委員会ワーキンググループ報告書について
ABICの今後の予定について

第 2 回国際税務ワーキンググループ (3.11)[政１G]【ウェ
ブ開催】

「電子経済課税」に関して OECD が公表した青写真
（Blueprint）の利益移転に対抗する措置の導入（Pillar２）と
現行の CFC 税制(外国子会社合算税制)との関わりや税
度のあり方、懸念事項について意見交換を行いました。
第 122 回貿易動向調査委員会 （3.12）[調 G]【ウェブ開催】
2020 年度当委員会活動報告（案）、2021 年度当委員会新
委員長（案）および貿易見通し作成専門委員会座長（案）、
2021 年度当委員会活動計画（案）について審議・了承し
ました。
第 99 回地球環境委員会 （3.12）[広 G]【ウェブ開催】
2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画（案）につい
て審議・了承した後、2021 年度正副委員長を選任しまし
た。その他、事務局から産業構造審議会流通・サービス
WG 会合、特定荷主制度アンケート結果、当委員会活動
に関するアンケート結果について報告するとともに、循環
型社会形成自主行動計画の目標設定に関する問題意識
を提起しました。
第 62 回サステナビリティ・CSR 研究会 （3.12）[広 G]【ウェ
ブ開催】

2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画（案）につい
て審議・了承した後、2021 年度正副座長を選任しました。
その他、事務局から当研究会活動に関するアンケート結果
について報告するとともに、投資家との対話の必要性、カ
ーボンニュートラル実現に向けたマイルストーンについて
意見交換を行いました。
第 65 回法務委員会 （3.12）[政 3G]【書面開催】
2020 年度活動報告（案）および 2021 年度活動計画（案）・
正副委員長選任について書面審議を行い了承されまし
た。
第 44 回内部統制連絡会 （3.16）[政 3G]【ウェブ開催】
PwC あらた有限責任監査法人 リスク・デジタル・アシュア
ランス部門 シニアマネージャー 田中洋範氏を招き、
「海外子会社の内部統制～グローバルガバナンス態
勢構築に向けて～」についてご講演いただきました。
その後、2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画
（案）について審議・了承しました。
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第 55 回常任理事・理事・監事会社連絡会 （3.17）[総 1G]

第 81 回物流委員会 （3.22）[政 2G]【ハイブリッド開催】

【ハイブリッド開催】

拓殖大学教授 松田琢磨氏を招き、「国際海上コンテナ
輸送の動向と見通し」についてご講演いただきました。
その後、2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画
（案）および委員会活動体制について審議・了承しました。

事務局から第 169 回理事会議案（定時総会で承認を得る
までの間の 2021 年度予算執行(案)、会員の入会(案)、
会員推薦による個人会員の入会(案)、審議員の委嘱(案)、
就業規則等 9 規程の改定 ･制定(案)、定時総会の日時､
場所､議事および議決権の行使に関する事項(案) 、職務
執行状況および中期行動計画 2022 進捗状況、事務局
組織の状況）、会費収納方法等の変更、今次特別研究会
委員ご推薦のお願い、『商社のための原産地申告ガイダ
ンス』、『日本貿易会 ISAC の歩み』、市場ワーキンググル
ープ報告書について説明しました。また、当連絡会のメン
バー間の相互理解を深めるために行っているメンバー会
社のプレゼンの 5 回目として阪和興業㈱から事業紹介を
いただきました。
第 217 回経理委員会 （3.17）[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両コミ
ッティ幹事から報告があり、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」）」への当会提出コメント案について審議・了承しま
した。
2020 年度第 8 回商社シンポジウム実行委員会 （3.18）
[広 G]【ウェブ開催】

オンライン配信等を依頼する候補企業からの提案内容に
ついて検討しました。

第 2 回月報・ホームページ分科会 （3.18）[広 G]【ウェブ
開催】

「ホームページの運用方法」について各社からホームペ
ージが現在の形に至るまでの課題解決プロセスやリ
ニューアルに関する知見を共有いただきました。

第 88 回貿易保険委員会 （3.24）[政１G]【ウェブ開催】
㈱日本貿易保険 債権業務部 査定グループ長 安藤美
奈氏より「保険金支払事例 事故の状況」についてご説
明いただき、意見交換を行いました。その後、2020 年度
活動報告（案）について審議・了承し、2021 年度正副委
員長を選任しました。
第 44 回社会貢献・ABIC 委員会 （3.24）[広 G]【ウェブ開催】
2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画（案）につい
て審議・了承し、2021 年度正副委員長を選任した後、
ABIC 事務局長から 2020 年度活動報告・2021 年度活動
計画（骨子）について報告がありました。また、事務局から
当委員会活動に関するアンケート結果について報告しまし
た。その他、各委員からコロナ禍における社会貢献活動の
現状について説明いただき、意見交換を行いました。
第 169 回理事会 （3.25）[総 1G]【書面開催】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面にて開催す
ることとしました。これにともない、小林健代表理事・会長
から、定時総会で承認を得るまでの間の 2021 年度予算
執行（案）、会員の入会（案）、会員推薦による個人会員の
入会（案）、審議員の委嘱（案）、就業規則等 9 規程の改
定・制定（案）、定時総会の日時、場所、議事および議決
権の行使に関する事項（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、職務執行状況および中期
行動計画 2022 進捗状況、事務局組織の状況について報
告しました。

第 76 回財務委員会 （3.19）[政 1G]【ウェブ開催】
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
明紀氏を招き、「約束手形をはじめとする支払条件の改
善に向けた取組」についてご講演いただきました。また、
2020 年度活動報告（案）について審議・了承した後、2021
年度正副委員長を選任しました。

第 103 回経済協力委員会 （3.26）[政 1G]【ウェブ開催】
経済産業省 産業技術環境局 エネルギー・環境イノベ
ーション戦略室 室長補佐 金子周平氏より「気候変動
問題を巡る情勢とグリーン成長戦略」についてご説明
いただき、意見交換を行いました。その後、2020 年度活
動報告（案）について審議・了承しました。

第 18 回貿易会 ISAC 技術部会 （3.19）[政２G]【ウェブ開
催】

第 192 回安全保障貿易管理委員会 （3.26）[政 2G]【ハイブ

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。

リッド開催】

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部安全保障貿
易管理政策課長兼大臣官房経済安全保障室長 香山弘
文氏より「経済安全保障を巡る最近の動向」と題してご
講演いただいた後、質疑応答を行いました。また、2020
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年度活動報告（案）および 2021 年度活動計画・活動体制
（案）審議について審議・了承しました。
第 91 回情報システム委員会 （3.30）[政 2G]【書面開催】
2020 年度活動報告（案）、2021 年度活動計画（案）および
2021 年度活動体制（案）について審議・了承しました。

提言・要望等
商社のための原産地自己申告制度
ガイダンス （3.8）[政 2G]
物流委員会では、商社が原産地の
自己申告制度を利用する上で必要
な準備作業・留意点などをまとめ、会
員企業に FTA を最大限活用してい
ただくことを目指して、「商社のため
の原産地自己申告制度ガイダンス」を作成しました。当会
会員の皆さまに PDF にて無償提供しておりますので、各
社における管理体制の強化や社内教育教材などにご活
用いただけますと幸いです。
https://www.jftc.or.jp/shosha/procedure/

https://www.jftc.or.jp/shosha/isac/

日本貿易会HP新着情報
3月4日

3月5日
3 月 18 日
3 月 18 日
3 月 19 日

3 月 21 日

3 月 22 日
「グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおける
商社の役割」 （3.30）[政3G]
市場委員会では、米中貿易摩擦が
長期化の様相を見せ、新型コロナウ
イルス感染症の世界的な拡大も加
わり、国際通商の現場が持続可能な
グローバル・バリューチェーンの構
築に向けて模索する中、ワーキング
グループを設置してアフターコロナ
における商社の役割を検討し、ディスカッション・ペーパ
ーとしてとりまとめました。多くの方々の気づきにつながれ
ば幸いです。
https://www.jftc.or.jp/shosha/discussion/
「日本貿易会 ISAC の歩み」 （3.31）[政 2G]
日本貿易会では、2016 年 4 月にサイバーセキュリティに
ついて情報共有を行う日本貿易会
ISAC を発足いたしました。この度、5
年間の活動を振り返り「日本貿易会
ISAC ではどのようなことに取り組んで
いるのか」を皆さまに知っていただく
ために「日本貿易会 ISAC の歩み」を
作成いたしました。電子ブックにて無
償提供しておりますので、本誌をご一
読いただき、サイバーセキュリティご理解の一助としてい
ただければ幸いです。

3 月 24 日

:新春座談会―バイデン新政権誕生、米国か
ら展望する世界経済・国際情勢
https://www.jftc.jp/monthly/
：新オフィスご案内
https://www.jftc.or.jp/profile/office/
：広報委員会 18 社のニューリリース情報
http://www.jftc.jp/release/
：日本貿易会月報 3 月号を発行しました。
http://www.jftc.jp/monthly/
：新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言全
面解除についての小林会長コメント
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/
20210319.html
：「日本貿易会の現状 Foreign Trade 2021」な
らびに「商社ハンドブック」を 3 月 31 日（水）
に発刊します。
https://www.jftc.or.jp/research/index.html
https://www.jftc.or.jp/research/handbook/
：日本貿易会における新型コロナウイルス感染
症への対応方針（3 月 22 日付更新）
https://www.jftc.or.jp/pdf/20210322.pdf
：「商社のための原産地自己申告ガイダンス」
を掲載しました。
https://www.jftc.or.jp/shosha/procedure/

広報・出版活動
『日本貿易会月報』2021 年 3 月号発刊 （3.15）[広 G]
【主なコンテンツ】
［特集］
新春座談会「バイデン新政権誕生、
米国から展望する世界経済・国際情
勢」
［国際社会貢献センター（ABIC）20
周年記念特別企画 第 6 弾最終回］
次なる 20 年に思いをはせて
月報オンラインでもご覧いただけます。
https://www.jftc.jp/monthly/
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『JFTC News』No.152発刊 （3.24）[広G]
【主なコンテンツ】
・2021 New Year’s Remarks by Chairman KOBAYASHI
Ken
・Policy Recommendations and Proposals
・Chairman's Comments
・FY2021 Outlook for Japan's Trade Balance and Current
Account
会長コメント発出 （3.19）［広G］
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言全面解除に
ついての会長コメントを発出しました。
内容は当会ホームページでご覧いただけます。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210319.
html
『日本貿易の現状2021』発刊 （3.31）[調G]
2020 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 2021」を発刊しました。
（B5判、和英併記、価格550円（税込
み）、会員無料）

第402回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 3月30日（火）16:00-17:30
演 題： 「トランプ政権からバイデン
政権へ～米中関係の 現
状と行方」
講 師： 株式会社日本総合研究所
上席理事 呉 軍華 氏
講演のポイントは日本貿易会月報5
月号に掲載予定です。

今後の主な講演会予定
第 403 回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G]
日 時： 4 月 12 日（月）15:30-17:00
演 題： 「米国より帰りて」（仮）
講 師： 前米国駐箚特命全権大使
杉山 晋輔 氏
最近の米国情勢について、政治・経済・文化といった幅広
い側面から解説いただきます。

所管グループ連絡先
https://www.jftc.or.jp/research/index.html
『商社ハンドブック2021』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
2021）」を発刊しました。
（A4 判、和文、価格 550 円（税込
み）、会員無料）。

総務第一グループ、総務第二グループおよび企画グル
ープの3グループが、総務グループおよび企画・人事グ
ループの2グループに再編され、全グループ数は、8グル
ープから7グループとなりました。

https://www.jftc.or.jp/research/handbook/

講 演 会
第401回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 3月22日（月）13:00-14:30
演 題： 「ESG投資の現状と展望」
講 師： 日経ESG 経営フォーラム
主任研究員 半澤 智 氏
講演のポイントは日本貿易会月報4月号に掲載予定です。

[総G]

総務グループ Tel.03-5860-9360

[企G]

企画・人事グループ Tel.03-5860-9377
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[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
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