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第170回理事会 （5.19）、第97回定時総会 （5.31） 

緊急事態宣言の中、いずれも初の当会新オフィスにおける開催、かつ初のハイブリッド形式での開催となり、会員

の皆様の絶大なご協力の下、すべての審議・報告事項について滞りなく進行いたしました。 

詳細は下記の本文をご覧ください。 

 

会長定例記者会見 （5.19） 

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、ミャ

ンマー情勢、気候変動対策などについて発言がありました。その後、コロナ変異株の感染が拡大するインド、台湾

での商社ビジネスへの影響、イスラエルとパレスチナの武力衝突が商社ビジネスに与える影響、ワクチンパスポート

に対する政府への要望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等にて報道さ

れました。 

 

委員会活動等 

 

2021年 5月度税務コミッティ （5.6）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 4 年度税制改正要望の重点要望を確認し、今年度

の最重要項目であるグループ通算制度、ならびに国際課

税に関する課題を中心に協議を行いました。 

 

第 373回運営委員会 （5.12）[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第 1回「デジタル新時代と商社」特別研究会(4/20)

開催 

②「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」セ

ミナー(4/27)開催 

③中華人民共和国駐日本国大使館 宋耀明公使来訪

(4/26) 

④第 170回理事会(5/19)の各社出席状況 

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、当会の

各委員会委員の生の声を参考に、会員企業のニーズ、

他団体との相違点、当会が目指すべき会員サービスの

あり方などについて討議しました。 

 

第 3回国際税務ワーキンググループ （5.13）[政 1G] 

【ウェブ開催】 

OECDで進められている電子経済課税に関する議論に 

 

 

おける実務上の課題と、その国内法制化を見据えた国際 

課税制度全体のあり方について、当会の今後検討すべき

事項を協議しました。 

 

2021年 5月度会計コミッティ （5.17）[政 1G]【書面開催】 

2021 年 3 月期決算に関し、決算公表時およびアナリスト

説明会における主な質問事項について情報交換を行い

ました。続いて、追川幹事から、パブリックコメントへの対

応に関し、IASB情報要請「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』の適用後レビュー」の提出

（2021.5.7）、IFRIC 暫定アジェンダ決定「リース料に対す

る還付されない付加価値税」および IFRIC 暫定アジェン

ダ決定「当初認識時に金融負債に分類されるワラントの

会計処理」の対応要否検討結果、IASB公開草案「規制資

産及び規制負債」、ASBJ「グループ通算制度を適用する

場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」および

IASB 公開草案「交換可能性の欠如 (IAS 第 21 号の修

正) 」の対応スケジュール、IASB情報要請「第 3次アジェ

ンダ協議」の対応について説明がありました。 

 

第 170回理事会 （5.19）[企 G]【ハイブリッド開催】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためハイブリッド形式

にて開催しました（理事総数 33名のうち 24名出席(会場

16 Web 8)し、有効に成立）。 

小林健代表理事・会長から2020年度事業報告(案)および

財務諸表等(案) 、2020 年度事業計画(案)および収支予
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算(案)、常勤役員の報酬等の額(案)、会員推薦による個

人会員の入会(案)、審議員の委嘱(案)、役員の選任(案)、

常任理事の選任(案)、顧問及び参与の推薦(案)、業務執

行理事の選定(案)、役員賠償保険（D&O 保険）を全役員

対象に付保する件（案）、特定非営利活動法人国際社会

貢献センターとの契約締結（案）の 11件の決議事項につ

いて提案し、同議案は可決されました。続いて、職務執行

状況、専務理事の社外取締役就任について報告しました。 

 

第 106 回物流委員会ワーキンググループ （5.19）[政 2G]

【ウェブ開催】 

2021 年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する検

討を行った後、世界税関機構（WCO）アジア・大洋州地

域民間グループ、貿易情報連携効率化・普及に向けたコ

ンソーシアム（貿易コンソーシアム）、通関業者との取引に

関するアンケート調査、コンテナ不足問題に関する情報

共有会合、第 6回港湾の電子化（サイバーポート）推進委

員会、2021年度第 1回 ISO/TC315（コールドチェーン物

流）国内委員会、NACCS タスクフォースの活動について

事務局より報告しました。 

 

第 56 回常任理事・理事・監事会社連絡会 （5.19）[企 G]

【ウェブ開催】 

事務局より、第 170 回理事会議案（2020 年度事業報告

（案）および財務諸表等（案）、2021 年度事業計画（案）お

よび収支予算（案）、常勤役員の報酬等の額（案）、会員

推薦による個人会員の入会（案）、審議員の委嘱（案）、役

員の選任（案）、常任理事の選任（案）、顧問及び参与の

推薦（案）、業務執行理事の選定（案）、役員賠償責任保

険(D&O 保険)を全役員対象に付保する件（案）、特定非

営利活動法人国際社会貢献センターとの契約締結（案）、

職務執行状況）、広報委員会商社シンポジウム実行委員

会 2020 年度活動、第 1 回「デジタル新時代と商社」特別

研究会開催、中華人民共和国駐日本国大使館 宋耀明

公使来訪、「商社のための原産地自己申告制度ガイダン

ス」セミナー開催、専務理事の社外取締役就任、今後の

主要会合等日程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 6 回目として稲畑産業㈱から事業

紹介をいただきました。 

 

第 218回経理委員会 （5.19）[政 1G]【ウェブ開催】 

会計コミッティ活動(5.17 参照)および税務コミッティ活動

(5.6 参照)について両コミッティ幹事から報告がありました。 

 

第 102 回総務専門委員会幹事会 （5.20）[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）寄付金への対応案を検討しました。 

第 274 回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（5.20）[政 2G]【ウェブ開催】 

事務局より、「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、規制番号国際化に関する意見交換、

2021 年度安全保障貿易管理に関する要望アンケートの

集計結果について報告を行いました。その後、2021 年度

初回の安全保障貿易管理委員会のテーマについて協議

を行いました。 

 

第 2 回国内税務ワーキンググループ （5.21）[政 1G]【ウェ

ブ開催】 

当会要望が実現し、令和3年度に改正された電子帳簿保

存法の実務対応について改正後の課題を確認し、意見

交換を行いました。 

 

第 19回日本貿易会 ISAC技術部会 （5.21）[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 セキュリティ

技術センター長 青木聡氏より「NEC におけるインシデン

トレスポンスとその対応」と題してご講演いただいた後、質

疑応答を行いました。 

 

第 123回貿易動向調査委員会 （5.24）[調 G]【ウェブ開催】 

(一社)電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外

部 調査統計担当部長 高瀬智子氏から「電子情報産業

の現状と展望」について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」に関し

て商品別に第 1回目の結果レビューを行いました。 

 

第 2回特別研究会 （5.26）[企 G]【ウェブ開催】 

①森川博之主査より「ニューノーマル×デジタル×経営」

について、②座長会社（三菱商事）より「三菱商事の DX

戦略における人材育成」についてご講演いただきました。

その後、各社関心事項、今後の方向性について討議を

行いました。 

 

第 176回総務専門委員会 （5.27）[総 G]【ウェブ開催】 

「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、寄付要請者の内閣府 野口英世アフリ

カ賞担当室 室長 内藤康司氏よりご説明いただきました。

続いて、各社 2021年株主総会の準備状況について情報

交換を行いました。 

 

第90回貿易保険委員会 （5.27）[政1G]【ハイブリッド開催】 

当委員会の活動方針の一つとして「日本貿易保険（NEXI）

等との情報・意見交換」を掲げていることを踏まえ、㈱日

本貿易保険 執行役員企画部長 大井麻理氏から NEXI

の最近の取組み、中期経営計画のレビュー、2021年度経
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営計画等について説明を受けた後、意見交換を行いまし

た。続いて、当委員会の本年度の具体的活動について

意見交換を行いました。 

 

第 97回定時総会 （5.31）[企G]【ハイブリッド開催】 

2020 年度事業報告(案)および財務諸表等(案)、202１ 年

度事業計画(案)および収支予算(案)、常勤役員の報酬等

の額(案)、役員の選任(案)、顧問及び参与の推薦(案)の 5 

件について了承されました。続いて、会員の入会につい

て報告しました。 

 

 

日本貿易会HP新着情報 

 

5月 19日 ： 広報委員会 18社のニュースリリース情報 

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

 

5月 19日 ： 日本貿易会月報 5月号発刊 

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

 

5月 26日 ：  提言・要望 

IASB 情報要請「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』の適用後レビュー」に対する意見提出  

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

 

5月 27日 ：  2021年 5月 19日に開催された会長定例

記者会見要旨 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20210519.html 

 

 

広報・出版活動 

 

『日本貿易会月報』2021年 5月号発刊 （5.17）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

［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 1回］ 

オフィス活用事例 日本貿易会 

［国際社会貢献センター（ABIC）

20周年記念特別企画 番外編］ 

ABIC20周年記念会員懇親会&講

演会 

 

月報オンラインでもご覧いただけ

ます。 

https://www.jftc.jp/monthly/ 

 

 

会長定例記者会見（5.19）[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、

ミャンマー情勢、気候変動対策などについて発言があり

ました。その後、コロナ変異株の感染が拡大するインド、

台湾での商社ビジネスへの影響、イスラエルとパレスチナ

の武力衝突が商社ビジネスに与える影響、ワクチンパス

ポートに対する政府への要望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等にて

報道されました。 

 

 

講 演 会 

 

第405回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 5月14日（金）14:00－15:30 

演 題： 「世界情勢の現状と展望 

 ～米中関係を軸として」 

講 師： 同志社大学 

 法学部 政治学科 

 教授  兼原 信克 氏 

ご講演のポイントは日本貿易会月報6月号に掲載予定で

す。 

 

第406回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 5月26日（水）13:00－14:30 

演 題： 「2050年カーボンニュートラルに向かう世界  

～「変化」の中の企業」 

講 師： 東京大学未来ビジョン研究センター  

教授 高村 ゆかり 氏 

ご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 

 

第 407回日本貿易会ゼミナール 【受付中】[調 G] 

日 時： 6月 8日（火）13:00－14:30 

演 題： 「クーデター後のミャンマー ～正統性と実効支配を

めぐる断絶」 

講 師： 上智大学  

総合グローバル学部 総合グローバル学科  

教授 根本 敬 様 

http://www.jftc.jp/release/
http://www.jftc.jp/monthly/
https://www.jftc.or.jp/proposals/
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20210519.html
https://www.jftc.jp/monthly/
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混迷するミャンマー情勢の現状と展望について解説いた

だきます。 

 

商社環境月間・環境セミナー 【近日ご案内】[広 G] 

日 時： 6月 21日（月）14:00-15:30 

演 題： 「産業総合研究所Scope３ツールの活用について」

（仮題） 

講 師： 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

     安全科学研究部門 IEAラボ長 田原聖隆 氏 

対 象：地球環境委員会委員２１社、法人正会員２１社の

地球環境窓口担当者、関係委員会委員 

TCFD など気候変動対策に関する情報開示において

必要とされる Scope３の情報について、同研究所が開

発した計算ツールの利用方法などを解説いただきま

す。 

 

第 408回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 6月 28日（月）16:00-17:30 

演 題： 「商社業界の現状と展望」（仮題） 

講 師： SMBC日興証券㈱ 株式調査部 

 シニアアナリスト 森本 晃 氏 

商社業界の現状と展望について、2021年日経ヴェリタ

ス・アナリストランキングの商社部門で第 1位に選ば

れた森本氏にご講演いただきます。  

 

 

6月の委員会等予定 

 

第 65回法務委員会 （6.1）[政 3G] 

講演 ： 「リーガルテック導入のベストプラクティス」（仮） 

講師 ： 長島・大野・常松法律事務所 

弁護士 藤原 総一郎氏 

 

第5回海外安全対策ワーキンググループ （6.3）[政3G] 

委員顔合わせの後、今年度活動内容の検討を行う 

 

2021年度第2回商社シンポジウム実行委員会 （6.9）[広

G] 

委託先候補のニューズピックスから開催企画に関する提

案内容について説明を受け検討。 

 

第374回運営委員会 (6.9) [企G] 

当会の直近の活動報告および「会員サービスの在り方と

新規会員獲得策」に関する第2回目の討議。 

 

第124回貿易動向調査委員会 （6.24）[調G] 

講演 ： 「カーボンニュートラルに向けたビジネスの変革

について」（仮） 

講師 ： 株式会社現代文化研究所  

取締役  白木 節生 氏 

 

第63回サステナビリティ・CSR会 （6.25）[広G] 

最近のサステナビリティに関する意見・情報交換。 

 

第100回地球環境委員会 （6.25）[広G] 

審議：2021 年度の低炭素社会実行計画、循環型社会形

成自主行動計画、GVC削減貢献フォローアップについて、

各社宛のアンケート様式の審議、および経団連、経産省

への提出を含めたスケジュールの確認。 

 

第98回市場委員会 （6.10）[政3G] 

講演 ： 「ポスト・パンデミックのインド太平洋における国

際秩序の安定と国際協力の推進に向けて」（仮） 

講師 ： 政策研究大学院大学 教授 篠田邦彦氏 

 

 

 

[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 


