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萩生田経済産業大臣、小林会長 年頭所感 （1.4）［広G］ 

萩生田経済産業大臣、小林会長の年頭所感（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。 

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

 

 

 

 

第 26回経営者懇談会 （12.1）[企 G]【実開催】 

法人正会員の代表者等 19名にご参加いただき、小林

会長の挨拶、河津専務理事および宮本常務理事

（ABIC理事長）の「2021年の事業振り返り」、貸谷副会

長（豊田通商㈱ 社長）の乾杯発声、兵頭副会長（住友

商事㈱ 社長）の中締めという次第で執り行われまし

た。2年ぶりの懇談の場ということもあり、各テーブルと

もさまざまな話題で懇親・交流が進みました。 

 

2021年度 12月度税務コミッティ （12.2）[政 1G]【ウェブ

開催】 

2021年度重点要望の実現に向けた交渉の経緯、論点

等を情報共有した後、第 4回国内税務WGの報告を

行いました。また、税務コミッティ 2021年（暦年）年間

活動報告案について審議・了承した後、2022年正副

幹事を選任し、税務コミッティ開催日程を確認しまし

た。 

 

日本貿易会ニュース 

今月号の内容 

◆ 今月号の重要トピック 

 ・萩生田経済産業大臣、小林会長  

年頭所感 

◆ 提言・要望 

◆ 委員会活動 

◆ 講演会 

◆ 広報・出版活動 

◆ HP 新着情報 

◆ 今後の講演会、委員会予定 

 

2022年

1月号 
発行所：一般社団法人日本貿易会 

編集発行人：企画・人事グループ長 菅納ひろむ 

～今月号の重要トピック～ 

 

 

～委員会活動～ 

 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

平素より当会の活動につきましてご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。  

先月の当会の重要トピックと委員会活動等をお知らせします。  

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


2 

2021年度第 8回商社シンポジウム実行委員会 

（12.3）[広 G]【ハイブリッド開催】 

商社シンポジウムのプログラム詳細について検討し、

パネルディスカッションの登壇企業および紹介案件を

確定するとともに、今後の進め方について申し合わせ

ました。 

 

2021年度 12月度会計コミッティ （12.7）[政1G]【ウェブ開催】 

2021年度第 3四半期決算スケジュールに関する情報

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情報要請「IFRS第 9号の適用後レビュ

ー―分類及び測定」については意見が割れたことから

対応見送りとする正副幹事案について審議・了承し、

IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第 1

号の修正案）」および IASB公開草案「サプライヤー・フ

ァイナンス契約」の要点および対応スケジュールにつ

いて説明がありました。また、会社計算規則の一部改

正に伴う公正価値及び収益の会社法計算書類におけ

る対応状況について情報交換を行い、2021年当コミッ

ティ活動報告案について審議・了承した後、2022年会

計コミッティ正副幹事交代、2022年会計コミッティ開催

日程について説明し、最後に、IFRS財団におけるサス

テナビリティ報告基準策定への対応について説明しま

した。 

 

2021年度第 4回市場委員会ワーキンググループ 

（12.7）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

経済産業省貿易経済協力局貿易振興課長 阿部一郎

氏、経済産業省通商政策局アジア大洋州課長 池谷

巌氏をお招きし、「インフラ海外展開と連結性強化」、

「サプライチェーン強靭化とアジア DX」についてご報

告いただきました。その後、共同研究者より中間報告

のまとめ方について説明がありました。 

 

第 379回運営委員会 （12.8）[企 G]【実開催】 

下記の事項について事務局より報告を行い、意見交 

換を行いました。 

①海外子女教育推進議員連盟第 18回総会（11/30）、

②第 1回日 ASEAN経済関係強化に向けた定期連絡

会への出席、③新型コロナウイルスの感染拡大に伴う

各社対応状況、④2022年度わが国貿易収支、経常収

支の見通しに関する発表、⑤第 371回常任理事会

（11/17）開催、⑥第 26回経営者懇談会（12/1）開催、

⑦2022年新春懇親会の開催見送り、⑧2021年度予

算進捗状況・通期見通し、⑨会員サービスに関するア

クションの進捗状況、⑩ABIC2021年度上半期活動概

要。 

その後、座長会社のファシリテートで「日本貿易会の知

名度向上」というテーマで討議を実施しました。 

 

第 83回物流委員会 （12.13）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

㈱トレードワルツ代表取締役社長 小島裕久氏ほかより

「貿易手続のデジタル化を巡る最近の動向」と題してご

講演いただいた後、森村商事㈱の新規委員加入につ

いて審議・了承しました。また、最近の物流委員会およ

びWGの活動に関する報告を行いました。 

 

第 64回サステナビリティ・CSR研究会 （12.14）[広 G]

【ハイブリッド開催】 

経済産業省通商政策局通商戦略室室長補佐 飯野拓

馬氏より「ビジネスにおける人権課題の国際的潮流と

企業が対応すべきポイント、日本政府の取組」と題して

ご講演いただいた後、事務局より提案した研究会のメ

ンバー拡大、研究会から委員会への名称変更につい

て質疑・意見交換を行い、方向性に特段の異論がない

ことを確認しました。 

 

第 223回経理委員会 （12.15）[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 12 月度会計コミッティおよび 2021 年 12 月税

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。また、「令和 4 年度日本貿易会税制改

正要望」の成果について説明があり、事務局から IFRS
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財団におけるサステナビリティ報告基準策定への対応

について説明しました。続いて、2021 年当委員会活動

報告案(当委員会は暦年で活動)について審議・了承し

た後、2022 年正副委員長を選任し、2022 年当委員会

開催日程について説明しました。 

 

第 113回物流委員会ワーキンググループ （12.15）[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 江良泉氏ほかより「見落としがちな EPA

活用法ガイドブック（仮）」の進捗状況をご説明いただ

いた後、事務局より各省庁に対する規制制度改革要望

活動の進捗状況について報告しました。また、実務者

情報交換会の実施および電子帳簿等保存制度の見直

しに関するQ&A について対応を検討の後、NACCS

タスクフォースの活動状況について報告を行いまし

た。 

 

第 280回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（12.16）[政 2G]【ウェブ開催】 

合同会社第一輸出管理事務所代表 米満啓氏より「商

社のための安全保障貿易管理ガイダンス」の改訂進捗

状況について報告を受けた後、「みなし輸出」管理強

化への対応に関するアンケートを踏まえての情報共

有、パネルディスカッションに関する報告を行いまし

た。 

 

第 103回地球環境委員会 （12.16）[広 G]【ハイブリッド開

催】 

東京大学公共政策大学院特任教授 有馬純氏より「Ｃ

ＯＰ２６を含む地球温暖化をめぐる国際情勢」について

ご講演いただいた後、2021年度循環型社会形成自主

行動計画フォローアップ調査回答（案）について審議・

了承しました。   

 

 

 

第 23回日本貿易会 ISAC実務部会 （12.17）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

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「最近のセキュリティイン

シデントの動向と対策の考え方」と題してご説明を受け

た後、最近の各社のインシデント動向や対策として検

討していることについてディスカッション、情報交換を

行いました。 

 

第 46回内部統制連絡会 （12.17）[政 3G]【実開催】 

2年ぶりにグループディスカッションを開催しました。希

望テーマ毎に 4グループに分かれ、ディスカッションを

行った後、各グループの発表を行いました。参加者か

らは「各社での取り組みと課題を共有することができ大

変有意義だった」、「情報交換の場として今後も継続し

てほしい」など満足度の高い声をいただきました。 

（参考）主な議論テーマ 

・J-SOX、内部統制実務における電子化・DX導入の取

り組み 

・子会社・グループ会社（海外含む）のガバナンス 

・J-SOX評価の見直し・効率化・課題について 

 

第 3回情報システムワーキンググループ （12.20）[政

2G]【ウェブ開催】 

国税庁課税部課税総括課課長補佐 長内泰祐氏より

「電子帳簿保存制度見直しにおけるシステム対応上の

留意点」についてご講演いただいた後、質疑応答を行

いました。 

 

第 9回特別研究会 （12.22）[企 G]【ハイブリッド開催】 

各社の DX取り組み事例を紹介いただき意見交換を

行った後、今後の研究会の進め方、成果物等につい

て座長会社から説明がありました。 
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第 48回 NACCSタスクフォース （12.22）[政 2G]【ハイブ

リッド開催】 

輸出入・港湾関連情報処理センター㈱取締役 松田誠

司氏より「NACCSの概要」についてご講演いただいた

後、質疑応答を行いました。 

 

第 181回総務専門委員会 （12.23）[総 G]【ハイブリッド開

催】 

(公財)海外日系人協会／令和 3年度事業資金募金、

(一財)スポーツ振興資金財団／令和 3年度財界募金

の対応案について審議・了承、(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今後の方針を確認、

(公財)全国教誨師連盟／令和 3年度活動資金募金、

(公財)警察協会／令和 3年度事業資金募金について

対応案を検討しました。 

 

第 194回安全保障貿易管理委員会 （12.23）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

三菱電機㈱経済安全保障統括室長 伊藤隆氏ほかよ

り「リスクマネジメントとしての経済安全保障」について

ご講演いただいた後、最近の安全保障貿易管理委員

会およびWGの活動に関する報告を行いました。 

 

第 99回市場委員会 （12.23）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

東京大学法学部教授 高原明生氏より「激化する米中

対立と日中関係のゆくえ」についてご講演いただいた

後、市場委員会ワーキンググループの中間報告を座

長、共同研究者、事務局より行いました。 

 

 

 

 

 

第418回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 12月16日（木）16:00－17:30 

演 題： 「中国経済の今後の見通しについて」 

 

講 師： 神戸大学大学院 経済学研究科 

教授 梶谷 懐氏 

動 画： 3月16日まで会員限定公開 

 当会ウェブサイト「日本貿易会 講演会動画ア

ーカイブ」でご覧いただけます。

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/ 

  

第419回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 12月20日（月）14:00－15:30 

演 題： 「パーパス経営 

～30年先の視点から現在を捉える」 

講 師： 一橋大学 ビジネススクール  

客員教授 名和 高司氏 

動 画： 3月20日まで会員限定公開 

当会ウェブサイト「日本貿易会 講演会動画ア

ーカイブ」でご覧いただけます。

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/  

 講演のポイントは日本貿易会月報1-2月号に掲載予定です。 

  

～講演会～ 

 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
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『日本貿易会月報』2021年 12月号発刊 （12.15） [広G] 

【主なコンテンツ】 

[貿易投資関係情報]  

2022 年度わが国貿易収支、経

常収支の見通し 

［ミニ特集］ 

国際物流総合展 2021 

第 2回 INNOVATION EXPO 

［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 3回］ 

オフィス紹介 三井物産「知的化学反応を起こすオフィ

ス」 

［委員会活動紹介］ 

貿易手続の電子化に向けた物流委員会の活動につい

て 

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］ 

令和4年度与党税制改正大綱についての小林会長コ

メント（12.14） 

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 

 

記者発表［調G、広G］ 

「2022 年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」

（12.2） 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 2日：2022年日本貿易会 新春懇親会開催 

見送りの件 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20211201.pdf 

12月 21日：広報委員会 18社のニュースリリース情報 

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

 

 

 

第 420回日本貿易会ゼミナール【近日ご案内】 [調 G] 

日 時： 1月 24日（月）14:00－15:30 

演 題： 「最近のアジア情勢について」（仮題） 

講 師： 外務省 アジア大洋州局 南部アジア部 

 部長  加納 雄大氏 

ASEAN の動きを中心とした最近のアジア情勢につい

て解説いただきます。 

 

第 421回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 1月 28日（金）16:00－17:30 

演 題： 「ウイズ・コロナ、ポスト・コロナの日本と世界  

～展望と課題」 

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 

2022年の内外経済の長期的な展望について解説いた

だきます。 

～広報・出版活動～ 

 

～HP新着情報～ 

 

～今後の講演会・委員会予定～ 

 
～今後の講演会～ 

https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
https://www.jftc.or.jp/research/index2.html
https://www.jftc.or.jp/pdf/20211201.pdf
http://www.jftc.jp/release/
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第380回運営委員会 (1.12)［企G］ 

当会の直近の活動について審議/報告を予定。 

第93回情報システム委員会 （1.13）[政2G] 

・講演・説明：「デジタルを活用したビジネスの変革・創

出をリードできる人材像とその確保・育成」(仮題) 

(講師) デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

CSO 松江 英夫 氏 

第108回経済協力委員会 （1.20）[政1G] 

・意見交換：インフラシステム海外展開戦略 2025 再改

訂に向けた取組み 

 

第109回経済協力委員会 （1.25）[政1G] 

・説明：2050 年カーボンニュートラルにおける商社のビ

ジネスチャンス 

(講師) SMBC日興証券㈱株式調査部 

 シニアアナリスト 森本 晃氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～1月の委員会等～ 

[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 


