
1 

 

 

 

第 370回常任理事会（9.15）［企 G］【ハイブリッド開催】 

経済産業省経済産業事務次官 多田明弘氏から「最近の話題」と題して、経済産業政策の新機軸、新エネルギー

基本計画等についてご講演いただいた後、質疑応答を行いました。続いて、岩根秀禎経理委員会委員長（丸紅㈱

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 4年度税制改正要望案について説明の

後、審議し承認されました。 

会長コメント発出 ［広G］  

以下4点について会長コメントを発出いたしました。内容は当会ウェブサイトをご覧ください。 

・菅総理の自民党総裁選挙不出馬についての小林会長コメント （9.10）  

・緊急事態宣言の延長と今後の社会経済活動の再開に関する小林会長コメント （9.13）  

・ペルーとのCPTPP発効についての小林会長コメント （9.21） 

・緊急事態宣言の解除についての小林会長コメント （9.29） 

https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html 

 

会長定例記者会見 （9.15）[広G] 

緊急事態宣言下であることを踏まえ、当会会議室から WEB で開催いたしました。冒頭、小林会長から、菅総理の

自民党総裁選不出馬、新型コロナウイルス関連、デジタル庁発足、アフガニスタン情勢について発言がありました。

その後、総裁選で求められるリーダー像、新政権への期待、政府の行動制限緩和方針に対する評価、原発の新増

設に対する見解について質疑応答があり、複数の報道機関のウェブニュースや新聞記事、TVニュース等にて報道

されました。 

 

委員会活動等 

 

2021年 9月度税務コミッティ （9.2）[政 1G]【ウェブ開催】 

日本貿易会令和 4年度税制改正要望案ならびに国際 

課税連絡協議会令和 4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し

ました。また、OECD 国際課税ルールの見直しの進捗に

ついて情報を共有しました。 

 

2021年 9月度会計コミッティ （9.3）[政 1G]【ウェブ開催】 

2021 年度第 2 四半期決算スケジュールに関し情報交換

を行いました。続いて、パブリックコメントへの対応に関し

IASB公開草案「IFRS第 17号及び IFRS第 9号の適用開

始－比較情報」については、委員各社から意見なしとの

回答があったため対応見送り、また、IASB 公開草案「公

的説明責任のない子会社：開示」については、意見提出 

 

 

の要否を確認した結果、対応する旨の説明があり、IASB

公開草案「IFRS 基準における開示要求―試験的アプロ

ーチ」については、提出期限延期に伴う審議日程の変更

について再説明がありました。また、委員各社から、グル

ープ会社における監査人の統一状況とその活用および

監査基準委員会報告書（監基報）720「その他の記載内容

に関連する監査人の責任」への対応状況について情報

交換の依頼があり、それぞれアンケートにて対応すること

となりました。 

 

第 376回運営委員会 （9.8）[企 G]【ウェブ開催】 

下記の事項について事務局より報告を行いました。 

①2021年度安全保障貿易管理に関する要望、②新型コ

ロナウイルス関連報告および各社対応状況、③第 370回

常任理事会開催、④経済産業省 第 29回産業構造審議

会総会への小林会長出席、⑤日本貿易会の新入局者、
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⑥2021年度予算進捗報告。 

その後、常任理事・理事・監事会社連絡会(通称:三水会)

へのヒアリング結果の取りまとめ、またその結果を踏まえ

検討した会員サービスの在り方と新規会員獲得策に関す

る今後の対応案について事務局より説明した後、座長会

社のファシリテートで討議を実施しました。 

 

第 221回経理委員会 （9.8）[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、2021

年 9月度会計コミッティおよび 2021年 9月度税務コミッテ

ィ議事録等に基づき両コミッティ幹事から報告がありまし

た。税務コミッティ関係では、日本貿易会令和 4年度税制

改正要望案および国際課税連絡協議会令和 4年度税制

改正要望案について審議し了承され、第370回常任理事

会に上程し機関決定された後、関係省庁等に提出される

こととなりました。 

 

第 104回総務専門委員会幹事会 （9.9）[総 G]【ウェブ開

催】 

(公社)2025年日本国際博覧会協会／2025年日本国際博

覧会（大阪・関西万博）寄付金、「野口英世アフリカ賞」募

金委員会／野口英世アフリカ賞寄付金について対応案

を検討しました。 

 

第 101回地球環境委員会 （9.10）[広 G]【ウェブ開催】 

2021年度カーボンニュートラル行動計画フォローアップ

調査について経済産業省、日本経済団体連合会への提

出内容を審議し了承されました。また、2021年度ＧＶＣ

（グローバル・バリューチェーン）削減貢献定量化調査に

ついても、日本経済団体連合会への提出内容を審議し

了承されました。 

 

第 370回常任理事会 （9.15）[企 G]【ハイブリッド開催】 

経済産業省経済産業事務次官 多田明弘氏から「最近の

話題」と題して、経済産業政策の新機軸、新エネルギー

基本計画等についてご講演いただいた後、質疑応答を

行いました。続いて、岩根秀禎経理委員会委員長（丸紅

㈱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 4年度税制改正要望案について説明

の後、審議し承認されました。 

 

第 58回常任理事・理事・監事会社連絡会 （9.15）[企 G]

【ウェブ開催】 

事務局から、会長定例記者会見、第 370 回常任理事会

（多田経済産業事務次官のご講演）、日本貿易会および

国際課税連絡協議会の令和 4 年度税制改正要望、2021

年度安全保障貿易管理に関する要望、新型コロナウイル

ス関連報告および各社対応状況、2021 年度予算進捗状

況、今後の主要会合等日程について説明しました。また、

8 月に実施したヒアリングの取りまとめおよび今後の対応

方針案について報告した後、メンバー間で意見交換を行

いました。 

 

第 110回物流委員会ワーキンググループ （9.15）[政 2G]

【ウェブ開催】 

東京共同会計事務所トレードコンプライアンス部シニアマ

ネージャー 江良泉氏から「見落としがちな EPA 活用法

ガイドブック（仮）」について作成に係る流れと実施事項の

説明があった後、意見交換を行いました。その後、世界

税関機構（WCO）アジア・大洋州地域民間グループにつ

いて事務局より報告を行いました。 

 

第 178回総務専門委員会 （9.16）[総 G]【ウェブ開催】 

(公財)がんの子どもを守る会 2021 年度事業資金募金、

(公財)海外日系人協会 令和 3年度事業費募金について

対応案を検討した後、大阪・関西万博寄付、野口英世ア

フリカ賞寄付の検討状況の確認、総務専門委員会寄付

拠出分担比率(2021.10.1 適用開始)について審議し了承

されました。 

 

第 277回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（9.16）[政 2G]【ウェブ開催】 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易

管理政策課総括補佐 末藤尚希氏から、「産業構造審議

会 通商・貿易分科会 安全保障貿易管理小委員会 中

間報告」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、実務者情報交換会に関する検討、「商社の

ための安全保障貿易管理ガイダンス」改訂に向けた進捗

報告および安全保障貿易管理体制に関する情報交換を

行いました。 

 

2021年度第 3回国内税務ワーキンググループ （9.17）

[政 1G]【ウェブ開催】 

グループ通算制度導入に向けた準備状況等について意

見交換を行いました。また、電子申告義務化および電子

帳簿保存法の実務上の課題について情報を共有しまし

た。 

 

第 21回日本貿易会 ISAC技術部会（9.17）[政 2G]【ウェブ

開催】 

（一社）JPCERT/CCのアレンジにより「ゲーム演習で学ぶ

CSIRTの動き」と題して演習を行いました。 

 

2021年度第 2回市場委員会ワーキンググループ 

（9.17）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱調査部主席研究員 

菅原淳一氏から「バイデン政権の対中戦略とインド太平
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洋」についてご講演いただいた後、共同研究者より成果

物の骨子に関する説明がありました。 

 

2021年度第 4回商社シンポジウム実行委員会 （9.21）

[広 G]【ウェブ開催】 

起用候補先 4 社（日本経済新聞社、東洋経済新報社、

News Picks社、Forbes JAPAN社）から当会要件定義を踏

まえた企画案のプレゼンを受け、選考協議を行いました。 

 

第 126回貿易動向調査委員会 （9.21）[調 G]【ウェブ開催】 

OMDIA インフォーマインテリジェンスシニアコンサルティ

ングディレクタ 南川明氏から「世界的な半導体不足の影

響と今後の展望～ポストコロナで加速するDXとカー

ボンニュートラルで半導体産業成長シナリオが変わ

る」の説明を受け、質疑応答を行った後、「2022年度

わが国貿易収支、経常収支の見通し」の作成スケジュ

ールについて検討しました。 

 

新コミュニケーションツール活用情報交換会 （9.27）[政

2G]【ウェブ開催】 

各社の新コミュニケーションツール活用に関する取組状

況について事前アンケートの結果を踏まえて情報共有を

行いました。 

 

第 6回特別研究会 （9.29）[企 G]【ハイブリッド開催】 

貿易/商取引分野の商流における各社共通のスマートコ

ントラクト化プラットフォーム構築に向けて、各社の取引モ

デルを基に意見交換を行いました。その後、次回以降の

研究会の進め方について検討しました。 

 

第 91回貿易保険委員会 （9.29）[政 1G]【ハイブリッド】 

当委員会の活動方針の一つとして「経済産業省等との情

報・意見交換」を掲げていることを踏まえ、経済産業省貿

易経済協力局通商金融課長 藤井亮輔氏から、貿易保険

制度の在り方について、同省がとりまとめた「貿易保険の

在り方に関する懇談会（第 2 期）報告書」（2021.7.30）も踏

まえ説明を受けた後、意見交換を行いました。続いて、事

務局から、第 29回産業構造審議会総会（2021.8.23）にお

ける貿易保険制度の改善に関する小林会長の発言につ

いて報告しました。 

 

 

 

日本貿易会令和 4年度税制改正要望 （9.30）[政１G] 

経理委員会傘下の税務コミッティにおいて、「骨太方針

2021」に触れられている海外需要の取込み等を通じたデ

フレ脱却・経済再生への取組みを推進すべく、グローバ

ル化に対応した制度の見直しを求める要望を検討し、取

りまとめました。 

9月 15日開催の第 370回常任理事会にて、運営委員会

／経理委員会／税務コミッティで承認された原案（重点

要望 28 項目、一般要望 67 項目の合計 95 項目）につい

て審議、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。  

 

国際課税連絡協議会令和 4 年度税制改正要望 （9.30）

[政１G] 

国際課税連絡協議会では、2000 年 に結成して以来、日

本貿易会が幹事団体となり、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ます。 

令和 4 年度税制改正要望では、国際的に議論が進めら

れている OECD 国際課税ルールの導入に伴う懸念点の

解消や関連する国内制度の見直し等をはじめ、わが国企

業にとって公平・公正な競争環境が整備されるよう 75 項

目の要望を取りまとめ、17団体の連名で、9月 30日に政

府・与党に提出しました。 

 

参議院自民党政策審議会におけるワクチンパスポート

に関する要望 （9.14）[政 3G] 

海外安全対策ワーキンググループにヒアリングを行い、参

議院自民党政策審議会にてワクチンパスポートに関して

以下 4点の要望を述べました。 

① ワクチンパスポートによる水際対策の緩和 

② ワクチンパスポートの発行手続きの簡素化 

③ ワクチンパスポートの有効性 

④ その他（ワクチンパスポートの有効期限等） 

 

「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省

令案等に対する意見募集」に関するパブリックコメント対

応 （9.29）[政 2G] 

「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令

案等に対する意見募集」に対する意見案について、みな

し輸出に関する意見をはじめ、計 38 項目を経済産業省

に提出しました。 

 

 

日本貿易会HP新着情報 

 

9月 10日 ： IASBディスカッション・ペーパー「共通支配

下の企業結合」に対する意見提出 

https://www.jftc.or.jp/proposals/ 

9月 17日 ： 広報委員会 18社のニュースリリース情報 

http://www.jftc.jp/release/ 

9月 21日 ： 会長定例記者会見要旨 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20210915.html 

提言・要望等 

https://www.jftc.or.jp/proposals/
http://www.jftc.jp/release/
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20210915.html
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広報・出版活動 

 

『日本貿易会月報』2021 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]  

2021 年上半期の日本の貿易動向

と今後の国際経済／貿易動向の

注目点 

［提言・要望］ 

2021 年度安全保障貿易管理に関

する要望について 

［特別企画 ウィズコロナ・アフター

コロナのオフィス改革 第 2回］ 

オフィス紹介 丸紅「人と人をつなぎ関係を育む場所」 

 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.jp/monthly 

 

会長コメント発出 ［広G］ 

・菅総理の自民党総裁選挙不出馬についての小林会長

コメント （9.10）  

・緊急事態宣言の延長と今後の社会経済活動の再開に

関する小林会長コメント （9.13）  

・ペルーとのCPTPP発効についての小林会長コメント

（9.21） 

・緊急事態宣言の解除についての小林会長コメント 

（9.29） 

 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html 

 

会長定例記者会見 （9.15）[広 G] 

緊急事態宣言下であることを踏まえ、当会会議室から 

WEB で開催しました。冒頭、小林会長から、菅総理の自

民党総裁選不出馬、新型コロナウイルス関連、デジタル

庁発足、アフガニスタン情勢について発言がありました。

その後、総裁選で求められるリーダー像、新政権への期

待、政府の行動制限緩和方針に対する評価、原発の新

増設に対する見解について質疑応答があり、複数の報道

機関のウェブニュースや新聞記事、TVニュース等にて報

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「コロナ下における商社の役割」

を掲載しました。 

 

講 演 会 

 

第411回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 9月15日（水）16:00－17:30 

演 題： 「最近の中東情勢」 

講 師： 外務省 前中東アフリカ局長 

髙橋 克彦氏 

 

第412回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 9月22日（水）14:00－15:30 

演 題： 「経済安全保障 

      ～日本政府の対応と企業への影響」 

講 師： 同志社大学大学院 ビジネス研究科  

教授 村山 裕三 氏 

 

第413回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 9月27日（月）15:00－16:30 

演 題： 「2021年度下半期の経済展望 

      ～グローバル経済はソフトパッチを抜け出すのか」 

講 師： BNPパリバ証券株式会社 

グローバルマーケット統括本部 経済調査本部長 

チーフエコノミスト  河野 龍太郎氏 

 

講演のポイントは日本貿易会月報10月号、11月号に掲載

予定です。 

 

今後の主な講演会予定 

 

第 414回日本貿易会ゼミナール [調 G] 

日 時： 10月 4日（月）16:00－17:30 

演 題： 連邦議会選挙後のドイツ展望 

講 師： 東京大学大学院 総合文化研究科 

教授 森井 裕一氏 

独中関係や EU 全体を含め、連邦議会選挙後のドイツ展

望について解説いただきます。 

 

第 415回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 10月 18日（月）13:00－14:30 

演 題： 欧州グリーンディールのインパクト 

～混成パワーEUの理解 

講 師： 東洋大学 

https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
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国際学部グローバル・イノベーション学科 

教授 市川 顕氏 

欧州の状況や世界への影響、日本／日本企業が注目す

べき事を中心に欧州グリーンディールのインパクトについ

て解説いただきます。 

 

 

10月の委員会等予定 

 

第6回海外安全対策ワーキンググループ （10.1）[政3G] 

海外安全に関する意見交換を予定 

 

第56回広報委員会 （10.6）[広G] 

報告：2021年度上半期広報事業及び収支状況について 

審議：2021年度下半期広報事業計画について 

 

第53回総務委員会 （10.7）[総G] 

講演：パンデミック BCP～コロナの振り返りと with

コロナ時代のBCPのあり方～ 

講師：ニュートン・コンサルティング㈱ 

シニアコンサルタント 久野陽一郎氏 

 

第127回貿易動向調査委員会 （10.11）[調G] 

講演:「国内・世界経済の現状と展望」（仮） 

講師:いちよし証券株式会社  

チーフエコノミスト 愛宕伸康氏 

 

第45回内部統制連絡会 （10.12）[政3G] 

講演：不正事例に学ぶ子会社のリスク管理 

講師：有限責任あずさ監査法人リスクマネジメント部 

パートナー 細井友美子氏 

 

第377回運営委員会 （10.13) [企G]  

当会の直近の活動について報告を予定。 

 

2021年度企業倫理実務者研修会② （10.14）[政3G] 

講演：不祥事の事例を用いたケーススタディと内部通

報制度高度化・ハラスメント相談窓口の実務ポイント 

～改正公益通報者保護法・改正パワハラ防止法をふま

えて～ 

講師：TMI総合法律事務所 

 パートナー弁護士 近藤圭介氏 

パートナー弁護士 戸田謙太郎氏 

 

第102回地球環境委員会 （10.26）[広G] 

講演：カーボンプライジングについて 

講師:未定 

報告：ISOの取得状況について 

 

 

 

[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 

[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 

 

所管グループ連絡先 


