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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。

当会の重要トピックスと委員会活動等をお知らせします。

第375回常任理事会（11.30）［企G］

11月30日、第375回常任理事会を帝国ホテルにて対面形式で開催しました。冒頭、ご来賓の経済産業省 貿易経

済協力局長 木村 聡氏より「経済安全保障について」と題してご講演いただいた後、会長・副会長・常任理事との

間で活発な質疑応答・意見交換が行われました。続いて、河津専務理事より、次期特別研究会テーマ、2023年新

春懇親会および今後の主要会合等日程について報告しました。

「2023 年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」を発表（12.8）［調 G］

貿易動向調査委員会は、12月8日、「2023年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」を記者発表しました。同見通

しは、貿易動向調査委員会傘下の貿易見通し作成専門委員会の7社による商品積み上げ方式を特徴としており、

2022年で49年目となります。記者発表には、報道機関4社が出席し、日経/日刊工/時事通信にて報道されました。

日本貿易会ニュース
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「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対する意見提出（12.7）[政３G・広 G]

2022 年 11 月 7 日、金融庁よりサステナビリティ情報等の有価証券報告書への開示を求める「企業内容等の開示に

関する内閣府令」等の改正案が公表され、パブリックコメントの募集が開始されました。これを受け、人事委員会お

よびサステナビリティ推進委員会にて、内容の更なる明確化や実務対応の負担軽減・効率化などにつき連名で意

見をとりまとめ、12 月 7 日に金融庁に提出しました。

第3回三水会メンバー会社サステナビリティ推進担当

者ミートアップイベント（12.1）[広G]【ハイブリッド開催】

講師の LRQA サステナビリティ㈱ 代表取締役 冨田

秀実氏より 「サステナビリティ情報開示の動向」をテー

マに説明を受けた後、3 グループに分かれて情報共

有・意見交換を行い、最後にグループ発表および質疑

応答を行いました。また、イベント終了後には懇親会を

開催しました。

第27回経営者懇談会 （12.5）[企G]【実開催】

法人正会員の代表者等 17 名にご参加いただき、國分

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「2022 年の日本貿易会主要活動の

振り返り」、貸谷副会長（豊田通商㈱社長）の乾杯発

声、堀副会長（三井物産㈱社長）の中締めという次第

で執り行われました。各テーブルとも様々な話題で意

見交換が行われ、会員相互の懇親を深めました。

2022年第１回経理委員会セミナー （12.5）[政 1G]【ハイ

ブリッド開催】

EY 税理士法人 ビジネス・タックス・サービス部パート

ナー タックス・ポリシー・アンド・コントラバーシー・リー

ダー 関谷浩一氏、タックス・テクノロジー・アンド・トラン

スフォーメーション部パートナー タックス・テクノロジ

ー・アンド・トランスフォーメーション・リーダー 橋本純

氏より「税務デジタルトランスフォーメーションと税務ガ

バナンスの重要性」をテーマに説明がありました。

2022年 12月度税務コミッティ （12.5）[政 1G]【ハイブリッ

ド開催】

第 8 回国内税務ワーキンググループの報告を行い、

税制改正における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ました。また、当コミッティの

2022 年活動報告案につき審議・了承された後、2023

年当コミッティの正副幹事を選任し、税務コミッティ開

催日程を確認しました。

2022年 12月度会計コミッティ （12.6）[政１G]【ハイブリッ

ド開催】

2022 年度第 3 四半期決算スケジュールに関する情報

交換を行った後、パブリックコメントへの対応に関し、

IASB 公開草案「中小企業向け国際財務報告基準第 3

版」への意見提出につき対応見送りとする旨の報告が

あり、販売用不動産に係る収入および費用の会計処理

についての情報交換の趣旨説明がありました。また、

当コミッティの 2022 年活動報告案につき審議・了承さ

れた後、2023 年当コミッティの正副幹事の紹介があり

～提言・要望～

～委員会活動～
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ました。

第107回地球環境委員会 （12.9）[広G]【ハイブリッド開

催】

日本生産性本部 コンサルティング部 エコ・マネジメン

トセンター長 喜多川和典氏より「サーキュラー・エコノミ

ーの現状と商社の役割について」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、2022 年度循

環型社会形成自主行動計画フォローアップ調査の回

答案につき審議を行い、了承されました。

第1回人的資本の情報開示に関する連絡会 （12.12）

[政 3G]【ハイブリッド開催】

今夏、日本政府より人的資本の情報開示における指

針が公表されたことを受け、11 月人事委員会に連絡

会を設置し、第 1 回連絡会を開催しました。会合では

アドバイザーであるデロイトトーマツコンサルティング合

同会社より人事委員会加盟会社に実施したアンケート

およびヒアリングの結果を共有いただいた後、取組事

例の共有と年度末の完成を予定している報告書（ガイ

ドライン）に関する討議を行いました。

第390回運営委員会 （12.14）[企G]【ハイブリッド開催】

下記の事項につき事務局より報告を行いました

①2023 年日本貿易会 新春懇親会(1/5)開催に向けた

対応状況

②「2023 年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」記

者発表

③日本貿易会 ISAC の業務委託先変更

④「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案

についてのパブリックコメントへの対応

⑤在外教育推進議員連盟 総会への対応

⑥三水会若手社員向け交流会（FLAG）の開催(12/8)

⑦新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況

⑧2022 年度上期予算進捗、通期見通し

⑨日本貿易会 「課題への取組 2022 方針」策定へ向け

た進捗状況

その後、次期特別研究会の今後の対応につき、意見

交換を行いました。

第102回市場委員会 （12.14）[政３G]【ハイブリッド開催】

(公財)東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏より

「習近平政権三期目の政策課題と岸田政権下の日中

関係の新動向」と題してご講演いただき意見交換を

行った後、事務局より経済安全保障検討ワーキング

グループの活動状況に関する報告を行いました。

第197回安全保障貿易管理委員会 （12.14）[政 2G]

【ハイブリッド開催】

第一部では、日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査

部 米州課課長代理 赤平大寿氏より「対中政策を中

心とした米国の通商政策の動向」と題してご講演いた

だきました。第二部では事務局より最近の安全保障貿

易管理委員会・ワーキンググループの活動に関する報

告を行いました。

第291回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ

（12.15）[政 2G]【ハイブリッド開催】

来年度の活動内容に関する検討をした後、事務局より

経済産業省との面談設置および第 197 回安全保障貿

易管理委員会についての報告を行いました。その後、

米対中規制についての各社対応、対中政策を中心と

した米国の通商政策の動向、支払先や出資先関連会

社の SDN リスト掲載有無の確認および確認方法、個

別輸出許可の審査遅延につき情報交換を行いまし

た。

第50回社会貢献・ABIC委員会 （12.16）[広G]【ハイブリ

ッド開催】

立教大学 社会学部 教授 西山志保氏より「企業の社

会貢献を超えて―社会貢献からコミュニティの価値創

造へ―」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、宮崎 ABIC 事務局長より 2022 年度上



4

半期 ABIC 活動の概況につき報告を行いました。

日本貿易会 ISAC第 30回実務部会 （12.16）[政２G]

【ハイブリッド開催】

JPCERT/CC 早期警戒グループ部門長 洞田慎一氏

より「CSIRT マネジメントについて～動ける CSIRT を目

指したトレーニング手法の考察～」と題してご講演いた

だいた後、意見交換を行いました。

2022年度第5回商社シンポジウム実行委員会 （12.16）

[広G]【ウェブ開催】

事務局より登壇者依頼に関する進捗状況につき報告

した後、集客広告・映像収録・配信等の起用業者の選

定について検討を行いました。

第86回物流委員会 （12.19）[政2G]【ウェブ開催】

経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室

長補佐 神田浩輝氏より「『物流の 2024 年問題』とフィ

ジカルインターネット」と題してご講演いただいた後、事

務局より最近の物流委員会・ワーキンググループの活

動に関する報告を行いました。

2022年度企業倫理実務者研修会 （12.19）[政3G]【ハイ

ブリッド開催】

関西大学教授 後藤健太氏より「責任あるグローバル・

バリューチェーン戦略とは？」と題してご講演いただい

た後、質疑応答を行いました。

第96回情報システム委員会 （12.20）[政２G]【ハイブリッ

ド開催】

㈱マクニカ ネットワークスカンパニーバイスプレジデン

ト 吉井奉之氏よりご挨拶をいただいた後、同第１技術

統括部 第１技術部長 根塚昭憲氏より「クラウドをセキ

ュアに利活用するために、企業が抱える課題と対策に

ついて」、同セキュリティ研究センター センター長補佐

瀬治山 豊氏より「重大インシデント防止に向けて今取

り組むべきAttack Surface Managementの要点について」

と題してご講演をいただいた後、質疑応答を行いまし

た。

第232回経理委員会 （12.21）[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、

2022年12月度会計コミッティおよび2022年12月度税務

コミッティ議事録等に基づき、両コミッティ幹事より報告

しました。また、2022年当委員会活動報告案につき審

議・了承され、2023年正副委員長および両コミッティ正

副幹事の推薦があり了承されました。

第2回サステナビリティ推進委員会 （12.21）[広G]【ハイ

ブリッド開催】

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）理事 小森博

司氏より「サステナビリティ開示基準の国際標準化の最

新の動向について」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、各社のサステナビリティ開

示の対応部署・体制につき情報交換を行いました。

第123回物流委員会ワーキンググループ （12.21）[政２

G]【ハイブリッド開催】

国土交通省 海事局 外航課との意見交換会を行った

後、次年度予算化が必要な物流委員会活動に関する

検討を行い、事務局より 2022 年度規制制度改革要望

の進捗状況、各種官民会合の内容、実務者情報交換

会開催の報告を行いました。

第191回総務専門委員会 （12.22）[総G]【ウェブ開催】

(公財)海外日系人協会/令和 4 年度事業資金募金、

(一財)スポーツ振興資金財団/令和 4 年度財界募金、

「野口英世アフリカ賞」募金委員会/野口英世アフリカ

賞寄付金の対応案につき審議・了承された後、事務局

より COMPASS に関するアンケート結果につき報告し

ました。
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第4回情報システムワーキンググループ （12.22）[政

2G]【ハイブリッド開催】

三菱商事㈱ CDO 兼産業 DX 部門長 平栗拓也氏より

「デジタル新時代と商社～三菱商事の DX 戦略」と題し

てご講演いただいた後、講演の感想や今後の DX の

関わり方、各社で取り組んでいる事例につきグループ

ディスカッションを行いました。

消費者インボイス制度説明会（12.23）[政 1G]【ハイブリッ

ド開催】

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の

開始（2023 年 10 月）まで 1 年を切り、財務省から、適

格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）の早期

登録の申請、制度に係る Q&A の公表および会員商社

の取引先においても活用可能な中小企業等に向けた

支援措置等に関する周知依頼がありました。このため

「消費税インボイス制度の概要と商社業界における留

意点」をテーマとする説明会を開催し、計 20 社から 82

名の申込みがありました。財務省 主税局 税制第二課

税制専門官 村田淳浩氏より説明の後、質疑応答にお

いては、参加者から予め寄せられた質問とともに、会

場およびオンラインによる多数の質問に回答いただき

ました。参加者からは、制度について踏み込んだ内容

の説明で大変分かりやすかった等のコメントがありまし

た。

第440回日本貿易会ゼミナール [調G]

日 時： 12月12日（月）14:00－15:30

演 題： 「問題発見力を鍛える

～DX/VUCA時代の思考法」

講 師： オフィス 134

代表 細谷 功 氏

講演のポイントは日本貿易会月報2023年1-2月号に掲載予定です。

『日本貿易会月報』2022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]

2023 年度わが国貿易収支、経

常収支の見通し

[展示紹介]

第 13 回 FaW TOKYO （ファッ

ション ワールド 東京）[秋]

［ちょっと探訪記］

独立行政法人日本貿易振興機構 （ジェトロ）

日本食品海外プロモーションセンター （JFOODO）

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5年度与党税制改正大綱について（12.21）

当会ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20221221.ht

ml

～講演会～

～広報・出版活動～



6

12 月 2 日 ：会長定例記者会見（11 月 30 日）要旨を掲

載しました

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20221130.html

12 月 9 日 ： 「2023 年度わが国貿易収支、経常収支

の見通し」を発表しました

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

12 月 20日 ：広報委員会 17社のニュースリリース情報

https://www.jftc.jp/release/

12 月 20 日 ：月報 12 月号 展示紹介「第 13 回 FaW 

TOKYO（ファッション ワールド 東京）［秋］」を掲載い

たしました

https://www.jftc.jp/monthly/other/entry-1777.html

12 月 2１日 ：「企業内容等の開示に関する内閣府令」

等の改正案に対する意見提出

https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20221207_1.pdf

12 月 2１日 ：

令和 5 年度与党税制改正大綱についての國分会長コ

メント

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20221221.

html

第441回日本貿易会ゼミナール【受付中】 [調G]

日 時： 1 月 10 日（火）13:00－14:30

演 題： 「わが国の GX と国際的動向」（仮題）

講 師： 特定非営利活動法人 国際環境経済研究所

理事 兼 主席研究員 竹内 純子氏

GX や欧州における国境調整の関係、さらには原発を

含めたエネルギーミックス、エネルギートランジションに

向けたロードマップ等の政府方針等のカーボンニュー

トラルをめぐる最近の動向について解説いただきます。

第442回日本貿易会ゼミナール 【受付中】[調G]

日 時： 1 月 12 日（木）13:00－14:30

演 題： 2023 年国内・世界経済の現状と展望

～中央銀行を待ち構える不都合な事実

講 師： いちよし証券株式会社

上席執行役員

チーフエコノミスト 愛宕 伸康氏

円安や資源価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻と

いった国際情勢など、見通しが立てづらい状況が続く

中、2023 年の国内外の展望について解説いただきま

す。

～HP新着情報～

～今後の講演会・委員会予定～
～今後の講演会～
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第391回運営委員会 （1.11）[企G]

1.当会の直近の活動について報告

第14回ダイバーシティ推進セミナー （1.17）[政3G]

1.講演：「海外駐在経験のある商社ウーマンによるパネルディスカッション」

(パネリスト)JFE 商事株式会社、住友商事株式会社、双日株式会社、丸紅株式会社の女性総合職社員

(モデレーター)2022 年度ダイバーシティ推進コミッティ座長

第2回人的資本の情報開示に関する連絡会 （1.19）[政3G]

1.情報開示の取り組み状況に関するグループディスカッション

2.報告書（ガイドライン）に関する討議

第2回内部統制委員会 （1.23）[政3G]

1.「内部統制報告制度見直しに係る実務課題」に関するグループディスカッション

2023年１月の委員会等～

[総G] 人事総務グループ      Tel.03-5860-9360

[企G] 企画グループ   Tel.03-5860-9362

[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G] 政策業務第三グループ Tel.03-5860-9372

[調G] 調査グループ          Tel.03-5860-9376


