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第 369回常任理事会 （7.21）［企G］【ハイブリッド開催】 

西村康稔経済再生担当大臣を来賓としてお招きし、「コロナの現状と今後の日本経済」と題してご講話を頂いた後、

参加者との意見交換を行いました。続いて、河津専務理事から当会の今年度主要会合日程について説明しました。 

会長コメント発出 （7.9）［広G］ 

東京都における4度目の緊急事態宣言発令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/20210709.html 

 

会長定例記者会見 （7.21）［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、コロナ関連、東

京オリンピック・パラリンピック、新エネルギー基本計画、国際法人課税の新ルールについて発言がありました。そ

の後、ワクチンパスポート、次期エネルギー基本計画における再生可能エネルギーの電源構成比率、東南アジア

でのコロナ感染急拡大、原発の新増設やリプレース、欧州での自動車EV化方針など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 7月度税務コミッティ （7.1）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和4年度税制改正要望書案について意見交換を行うと

ともに、電子経済課税についての情報共有を行いました。 

 

第 13回ダイバーシティ推進セミナー （7.2）[政 3G]【ウェブ

開催】 

一橋大学 CFO 教育研究センター長 伊藤邦雄氏より「人

材版伊藤レポート～持続的な企業価値向上に向けた人

財戦略～」についてご講演いただきました。 

 

2021年度第 1回国際課税連絡協議会 （7.5）[政 1G]【ウ

ェブ開催】 

経済産業省貿易経済協力局投資促進課課長補佐 山同

康太氏をお招きし、「最近の国際課税に係る動向につい

て」ご講演いただき、質疑応答を行いました。 

 

2021年 7月度会計コミッティ （7.6）[政 1G]【ウェブ開催】 

パブリックコメントへの対応に関し、IASBディスカッション 

 

ペーパー「共通支配下の企業結合」への意見(正副幹事 

案)について検討し、一部修正し確認を得ることで了承、

IASB 公開草案「規制資産及び規制負債」への意見(正副

幹事案)を了承し、経理委員会に上程することとなりました。

続いて、 IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－

試験的アプローチ」（IFRS第 13号及び IAS第 19号の修

正案）へ意見提出を行うことを確認し、 IFRIC 暫定アジェ

ンダ決定「風力発電基地の使用から生じる経済的便益」

（IFRS 第 16 号「リース」）の要点および対応スケジュー

ル、 IFRIC 暫定アジェンダ決定「TLTROⅢ取引（IFRS

第 9 号「金融商品」及び IAS 第 20 号「政府補助金の会

計処理及び政府援助の開示」）」への対応について説明

がありました。また、孫会社の財務諸表の入手方法につ

いて情報交換をしたいとの依頼があり、アンケートにて対

応することとなりました。 

 

第 292回経済産業省・商社政策懇談会 （7.7）[企 G]【ハイ

ブリッド開催】 

以下の通り説明があり、意見交換を行いました。 

(1) 経済産業省プレゼンテーション 

①「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」 

              2021 年 8 月 2 日 
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風木 淳 貿易経済協力局 貿易管理部部長 

②「グリーン成長の実現に向けた日 ASEAN協力の推進」 

藤澤 秀昭 通商政策局 総務課長 

③「気候変動に関する国際動向」 

川口 征洋 産業技術環境局 地球環境対策室長 

④「経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しに 

ついて」 

山同 康太 貿易経済協力局 投資促進課 課長補佐 

(2) 商社プレゼンテーション 

「循環型社会の国際的な潮流と豊田通商のプラスチック 

再資源化事業」 

豊田通商㈱ 環境・基礎化学品部  

リサイクル事業推進G 課長職 山下 晴道氏 

 

第 76回人事委員会 （7.7）[政 3G]【ウェブ開催】 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究

科教授 前野隆司氏より「幸福経営学～社員と社会を幸

せにする経営を目指して」についてご講演いただきまし

た。 

 

第 52回総務委員会 （7.8）[総 G]【ウェブ開催】 

当委員会の 2021年度活動計画重点施策の一つとして掲

げている「働き方改革～総務の DX｣を踏まえ、企業にお

ける構造改革や経営改革、組織再編等の支援を担当さ

れ、コーポレート改革、総務機能の改革等にも携わって

おられる㈱野村総合研究所 国井勝則氏より、「攻めの総

務」と題してご講演いただきました。続いて、総務専門委

員会副幹事より最近の活動報告があった後、事務局より

当会の新オフィスとコロナ対策について紹介しました。 

 

第 103回総務専門委員会幹事会 （7.8）[総 G]【ウェブ開

催】 

野口英世アフリカ賞寄付について対応案を検討した後、

大阪・関西万博寄付について情報交換を行いました。 

 

2021年度第 5回国際税務ワーキンググループ （7.8）[政

1G]【ウェブ開催】 

電子経済課税、令和 4 年度税制改正要望書案の国際課

税分野に関して内容の確認と意見交換を行いました。 

また、新興国課税の実務に関する情報交換を行いました。 

 

特定荷主制度に関する意見交換会 （7.13）[広 G]【ウェブ

開催】 

特定荷主制度の対象会員企業13社と経済産業省資源エ

ネルギー庁担当者による意見交換会を開催し、制度対応

の現状を踏まえた悩みや相談事項について質疑応答を

行いました。資源エネルギー庁による荷主制度に関する

業界ヒアリングも合わせて行われました。 

 

第 375回運営委員会 （7.14）[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。 

①約束手形廃止に向けた自主行動計画の検討期間延長、

②令和 4 年度税制改正要望に関する検討状況と今後の

予定、③第 7回海外安全対策セミナー開催、④経済産業

省海外赴任者との交流会実施、⑤市場委員会「自由で開

かれたインド太平洋構想の実現に向けた商社のダイナミ

ズム」検討ワーキンググループの設置、⑥日本貿易会ゼ

ミナール・特別企画「商社エコノミスト座談会 Part2」開催、

⑦商社ハンドブック 2021 (英語版)発刊見送り、⑧第 369

回常任理事会開催、⑨経済産業省第 28 回産業構造審

議会総会への小林会長出席、⑩特別研究会「デジタル新

時代と商社」第 3回会合開催、⑪日本貿易会新入局者採

用。その後、座長会社のファシリテートで、「会員サービス

の在り方と新規会員獲得策」というテーマで、3 回目の討

議を実施しました。 

 

第 220回経理委員会 （7.14）[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ました。会計コミッティ関係では、

IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」

への意見(会計コミッティ案)、IASB 公開草案「規制資産及

び規制負債」への意見(会計コミッティ案)について審議し

了承されました。 

 

第 177回総務専門委員会 （7.15）[総 G]【ウェブ開催】 

野口英世アフリカ賞寄付および大阪・関西万博寄付につ

いて、総務専門委員会幹事会での検討状況を共有した

後、総務専門委員会所属会社の総務部組織図および株

主総会の開催結果について情報交換を行いました。また、

2021 年度の活動方針について、事前アンケート結果をも

とに意見交換しました。 

 

第 276回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（7.15）[政 2G]【ウェブ開催】 

2021 年度安全保障貿易管理に関する要望の審議を行っ

た後、「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、産業構造審議会・安全保障貿易管理小

委員会中間報告に関する拡大版 WG 開催について報告

を行いました。 

 

2021年度内部統制セミナー （7.15）[政 3G]【ウェブ開催】 

プロティビティ LLC シニアマネージングディレクタ 神林

比洋雄氏より「J-SOX の形骸化に対応するには ～基本

に立ち返って」と題してご講演いただきました。 

 

第 20回日本貿易会 ISAC技術部会 （7.16）[政 2G]【ウェ

ブ開催】 

日本電気㈱によるアレンジにて初動対応フェーズをシナ
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リオに沿って体験するサイバーセキュリティ演習を終日実

施しました。 

 

第 7回海外安全対策セミナー （7.16）[政 3G]【ウェブ開催】 

外務省領事局新型コロナ・ウイルスワクチン接種支援室

長内閣官房副長官補付企画官 石丸淳氏より「海外在留

邦人向けのワクチン接種およびワクチン接種証明」およ

び「コロナ禍における海外での安全確保」についてご説

明いただきました。 

 

第 193回安全保障貿易管理委員会 （7.19）[政 2G]【ウェ

ブ開催】 

防衛研究所（NIDS）地域研究部中国研究室主任研究官 

増田雅之氏より「中国における経済と安全保障」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

2021 年度安全保障貿易管理に関する要望を審議し、現

在までの安全保障貿易管理委員会および検討 WG の活

動報告を行いました。 

 

2021年度第 3回商社シンポジウム実行委員会 （7.20）

[広 G]【ウェブ開催】 

広報委員会 18社を対象に実施した各社 SDGs関連推薦

プロジェクトに関するアンケート結果を踏まえ、起用候補

業者へのイベントプラン再提案依頼にあたっての要件定

義について協議しました。 

 

第 369回常任理事会 （7.21）[企 G]【ハイブリッド開催】 

西村康稔経済再生担当大臣を来賓としてお招きし、「コロ

ナの現状と今後の日本経済」と題してご講話を頂いた後、

参加者との意見交換を行いました。続いて、河津専務理

事から当会の今年度主要会合日程について説明しました。 

 

第 57回常任理事・理事・監事会社連絡会 （7.21）[企 G]

【ウェブ開催】 

事務局から、会長定例記者会見、第 369 回常任理事会

（西村経済再生担当大臣のご講演）、国際社会貢献セン

ター(ABIC)2020 年度活動報告・2021 年度事業報告、商

社業界における約束手形廃止に向けた自主行動計画に

関する検討状況、令和 4 年度税制改正要望に関する対

応、政策業務第三グループ所管事業の直近の動き、日

本貿易会ゼミナール・特別企画開催、日本貿易会の新型

コロナウイルス感染対策および出勤率の HP 公開、企画・

人事グループ所管事業の直近の動き、今後の主要会合

等日程、三水会メンバーへのヒアリング、当会への出向者

派遣ご検討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

社からのプレゼンの 7 回目として CBC㈱から事業紹介を

いただきました。 

 

第 108回物流委員会ワーキンググループ （7.21）[政 2G]

【ウェブ開催】 

2021 年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望

（案）について審議し、了承した後、世界税関機構（WCO）

アジア・大洋州地域民間グループおよび第 82 回物流委

員会の開催について事務局より報告しました。 

 

2021年度第 1回市場委員会ワーキンググループ 

（7.26）[政 3G]【ウェブ開催】 

「自由で開かれたインド太平洋構想（FOIP）の実現に向け

た商社のダイナミズム」検討ワーキンググループ 1回目は

慶応義塾大学総合政策学部教授神保謙氏より「アジア太

平洋の安全保障と経済～分断する世界で日本に求めら

れる役割とは」についてご講演いただき、今後の進め方

について検討しました。 

 

2021年度第 1回月報・ホームページ分科会 （7.26）[広

G]【ウェブ開催】 

日本貿易会月報のペーパレス化や特集候補案件、2021

年度の分科会の活動について意見交換を行いました。 

 

2021年度第 2回国際課税連絡協議会 （7.27）[政 1G]【ウ

ェブ開催】 

当該協議会の令和 4年度税制改正要望について日本貿

易会案を提示し、意見交換を行いました。 

 

第 125回貿易動向調査委員会 （7.27）[調 G]【ウェブ開催】 

日鉄総研㈱ビジネスソリューション部 北井義久氏から「産

業動向ヒアリング結果」のご説明を受け、質疑を行った後、

「2021 年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」につい

て商品別に第 3 回目の結果レビューを行いました。 

 

第 4回特別研究会 （7.28）[企 G]【ウェブ開催】 

ジョージタウン大学研究教授 松尾真一郎氏より「ブロック

チェーンにまつわる温故知新」につきご講演いただいた

後、質疑応答を行いました。その後、座長会社より

DeCurretに関する取組紹介をし、商社業界におけるデジ

タル分野の協調領域に関する方向性について検討しまし

た。 

 

第 82回物流委員会 （7.28）[政 2G]【ウェブ開催】 

財務省関税局業務課長 小多章裕氏ほかをお招きし、

「電子帳簿等保存制度の見直し」および「スマート税関構

想 2020 の進捗状況」についてご講演いただきました。ま

た、「2021 年度各省庁に対する規制・制度改革に関する

要望」について審議し、了承した後、最近の物流委員会

およびWGの活動に関して事務局より報告しました。 
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第 46回社会貢献・ABIC委員会 （7.28）[広 G]【ウェブ開

催】 

「コロナ渦における社会貢献活動」について各社から事

前アンケートに基づき説明があり、情報交換・意見交換を

行いました。 

 

2021年度企業倫理実務者研修会 （7.29）[政 3G]【ウェブ

開催】 

東京証券取引所上場部長 林謙太郎氏より、2021年 6月

に発表された「改訂コーポレートガバナンス・コード」につ

いて、改訂の背景・ポイント、実務担当者向けの留意点な

どをご説明いただきました。 

 

2021年度第 1回きっずプロジェクト分科会 （7.30）[広 G]

【ウェブ開催】 

当会のジュニア世代向け広報活動「きっずプロジェクト」

の 2020年度の活動について報告した後、2021年度の分

科会の活動について意見交換を行いました。  

 

 

 

2021年度安全保障貿易管理に関する要望 （7.19）[政2G] 

安全保障貿易管理委員会では、商社の輸出管理に関す

る課題を取りまとめ、経済産業省に要望を提出しています。

2021 年度においては、輸出関連業務に関する手続きの

簡素化を始めとした 7項目を取りまとめました。 

 

2021 年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望 

（7.28）[政 2G] 

物流委員会では、商社の貿易手続に関する実務的課題

を取りまとめ、改善要望を政府に提出しています。2021年

度は手続の電子化・効率化をはじめとした 40 項目を取り

まとめました。今後実現を目指して関係省庁との意見交

換を行ってまいります。 

 

 

日本貿易会HP新着情報 

 

7月 16日 ： 広報委員会 18社のニュースリリース情報 

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

 

7月 16日 ： オンラインコラム「商社が支えるスポーツ」

（商社のブランディング特集）先行掲載 

http://www.jftc.jp/monthly/ 

 

広報・出版活動 

 

『おしごと年鑑 2021』発刊 （6.20）[広 G] 

朝日新聞社から小中学校の児

童・生徒向けキャリア教育教材

『おしごと年鑑 2021』が発刊され

ました。日本貿易会はこの事業に

協賛し、「日本はどんなものを世

界から買っているの？」「食卓に

上がるお魚に、商社が関わって

いるってホント？」の 2 項目を提

供しました。 

本書は非売品で全国の小中学校

図書館と教育委員会に無償で 1 冊ずつ配本されますが、

好評により一般向け姉妹版が朝日新聞出版から 7月 7日

に発売されました。 

 

会長コメント発出 （7.9）［広G］ 

東京都における4度目の緊急事態宣言発令について会

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/20210709.ht

ml 

 

会長定例記者会見 （7.21）［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、コロナ関連、

東京オリンピック・パラリンピック、新エネルギー基本計画、

国際法人課税の新ルールについて発言がありました。そ

の後、ワクチンパスポート、次期エネルギー基本計画に

おける再生可能エネルギーの電源構成比率、東南アジ

アでのコロナ感染急拡大、原発の新増設やリプレース、

欧州での自動車 EV化方針など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。 

 

 

講 演 会 

 

第409回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 7月12日（月）16:00－17:30 

演 題：「ビジネスと人権 

～グローバルトレンドと日本企業の役割と責任」 

講 師：独立行政法人日本貿易振興機構 

アジア経済研究所 新領域研究センター 

法・制度研究グループ長 山田 美和 氏 

提言・要望等 

http://www.jftc.jp/release/
http://www.jftc.jp/monthly/
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210709.html
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210709.html


5 

 

第410回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 7月20日（火）13:00－14:30 

演 題： 「通商白書2021年版の概要」 

講 師： 内閣官房 副長官補室 参事官 

     （前経済産業省 通商政策局 企画調査室長） 

 松本 加代 氏 

 

講演のポイントは日本貿易会月報7-8月号に掲載予定で

す。 

 

今後の主な講演会予定 

 

日本貿易会ゼミナール特別企画 【受付終了】[調 G] 

日 時： 8月 3日（火）13:15－15:00 

演 題： 「商社エコノミストに聴く 

―アフターコロナを展望する」 

講 師： ㈱伊藤忠総研 武田 淳 氏 

住友商事グローバルリサーチ㈱ 本間 隆行 氏 

㈱双日総合研究所 吉崎 達彦 氏 

豊田通商㈱ 並里 裕司 氏 

丸紅㈱丸紅経済研究所 田川 真一 氏 

㈱三井物産戦略研究所 鈴木 雄介 氏 

三菱商事㈱ 二宮 功一 氏 

 

 

 

[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 


