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Ⅰ．事業活動の概要
　日本貿易会は、2014年度に中期的なあり姿の実現に向けた「中期行動計画2020」を策定したが、そ
の実行3年目となる2017年度は、以下の事項に重点をおいて事業展開した。

１．�商社活動の基盤整備及び成長戦略の具現化に寄与する、時宜
を得た提言・要望活動及び、その実現に向けてのきめ細かい
フォローアップの実施

⑴　経済連携・経済協力の推進

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定
　わが国にとって、貿易及び投資の拡大は、持続的な経済成長を実現していくうえで重要な課題であ
る。本会では、その円滑化を通じて諸外国との関係を深めることが不可欠であると認識しており、か
ねてより市場委員会を中心にTPP協定の早期実現に向けた要望を行なってきた。
　2017年度は、（一社）日本経済団体連合会（以下：経団連）、日本商工会議所（以下：日商）、（公社）
経済同友会（以下：同友会）とともに、4団体共同提言「11ヵ国によるTPPの早期実現を求める」を
取りまとめ、10月23日に加留部 淳副会長（豊田通商（株））が経団連榊原定征会長、日商三村明夫会
頭、同友会小林喜光代表幹事とともに首相官邸を訪れ、安倍晋三首相ならびに茂木敏充内閣府特命担
当大臣に手交のうえ会談した（写真参照）。TPPはその後、11月に開催されたTPP11閣僚会合（ベト
ナム・ダナン）において大筋合意が実現し、2018年3月に11ヵ国で署名されるに至った。
　また、TPPを契機として、中堅・中小企業等の海外展開を支援するために（独）日本貿易振興機構
（以下：ジェトロ）等によって設立された「新輸出大国コンソーシアム」において、本会は2017年度
も協力を行った。

日EU経済連携協定
　日EU経済連携協定（EPA）については、2007 〜 2009年にかけてジェトロ内に設置された「日
EU・EIA検討タスクフォース」、「日本・EUEIA研究会」に参加し、2013年3月の交渉開始に尽力し
てきた。その後も早期妥結に向け要望を続けてきたが、2017年7月の日EU首脳会談で大枠合意に達し
た。

開発協力適正会議
　ODAの質と透明性の向上を図り、戦略的・効果的な援助の実現に向けたPDCAサイクルの強化を
目的に外務省が2011年に設置した「開発協力適正会議」において、委員として無償・有償資金協力事
業の新規採択案件について意見を表明した。
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⑵　社会保障協定／租税条約の締結促進

社会保障協定
　2011年6月の「社会保障協定締結推進に関する要望」（経団連、（一社）日本在外企業協会（以下：
日外協）と連名）で、日ルクセンブルク社会保障協定が2017年8月に発効した。長年の悲願であった
日中社会保障協定については、2018年1月に日中外相会談において実質合意に至り、大きな進展が見
られた。また、ベトナムでは、社会保障制度の改正によって外国人労働者に加入義務が生じる可能性
があるため、現地商工会、経団連、日外協と連携のうえ両国政府への働きかけを行った。今後は日越
社会保障協定の締結を求めることを引き続き検討していく。

租税条約
　「平成30年度税制改正要望」において、二国間租税条約の締結及び改訂促進を取り上げ政府与党に
要望するとともに、国際課税連絡協議会要望においては具体的に租税条約の改正要望国・新規締結要
望国を記載した。

⑶　安全保障貿易管理／貿易保険制度／貿易諸制度の改革

安全保障貿易管理
　国際的な政治社会環境の変化から、安全保障貿易管理の重要性が高まる中、2017年11月に商社にお
ける更なる意識向上のために「商社安全保障貿易管理行動基準」を新たに制定し、会員及び関係先へ
の周知を行った（�.参照）。また、経済産業省に同省保有の安全保障貿易管理関連データの民間企業
への開示、法令等の改正内容の産業界への周知方法の改善、同省ホームページの利便性の向上等計10
項目にわたる改善を要望し、同省と協議を重ねた結果、法令改正案の周知方法の改善をみることとなっ
た。残る要望についても継続的に同省との協議を通じてフォローを行っていく。
　また、現在、中国が導入準備を進めている「中国新輸出管理法」については、日本企業の経済活動
全般に悪影響が及ぶ可能性があることから、2017年12月に（一財）安全保障貿易情報センター
（CISTEC）をはじめ関連8団体連名で中国商務部に意見書を提出するとともに、2018年2月にも日米
欧の関連団体と連携し、追加意見書を中国商務部に提出した。
　このほか、商社に共通する安全保障貿易管理上の課題・問題点などに関する基本的な考え方・取組
み方法をまとめた『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス』を改訂し、PDFで無償公開した。

貿易保険制度
　2017年度は日本貿易保険（NEXI）より特殊会社後の取組み状況、経済産業省貿易経済協力局通商
金融課より最近の貿易保険の動向について、それぞれ説明を受け意見交換を行った。

その他貿易諸制度
　その他の貿易諸制度に関する活動としては、「AEO事業者制度の改善、原産地証明制度に係る諸手
続の改善及び税関官署の許可申請等に係る解釈の統一等の改善要望（計32項目）」の提出、内閣官房「貿
易手続き等に係る官民協議会」、国土交通省「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・
情報伝達等のあり方に係る検討会」、国際商業会議所日本委員会「インコタームズ改訂検討ワーキン
ググループ」、財務省「貿易統計の在り方に関するワーキンググループ」などの外部会合に参加し、
貿易諸制度の改革に向けて取り組んだ。
　また、環境省及び経済産業省「ヒアリ対策」、財務省「申告官署の自由化に伴う税関業務の標準化
推進」などについても商社業界の意見を取りまとめ、それぞれ対応したほか、国土交通省とは「国際
テロに備え航空貨物の保安管理能力に優れた企業が輸出入手続において優遇を受けるKS/RA（特定
荷主/特定運送事業者）制度の今後の運用等」について意見交換のうえ商社間で情報共有した。
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⑷　会計基準・税制等商社経営のインフラ整備

　会計基準・税制等商社経営のインフラ整備に向けて、2017年度は国際会計基準審議会（IASB）、企
業会計基準委員会（ASBJ）の公開草案に対して合計9本の意見を提出した。また、経済協力開発機構
（OECD）のBEPS行動計画に関する公開討議草案に対して4件の意見を提出した。同機構における…
FTA（Forum…on…Tax…Administrations） の 分 科 会Large…Business…Programmeが 主 催 す るCbC…
Workshopに出席するとともに、BEPS行動計画7と行動計画8-10の公開草案に対する意見を提出後、
OECD本部の公聴会でプレゼンテーションする機会を得るなど、積極的な活動を展開した。
　また、｢平成30年度税制改正要望｣ を政府与党へ提出した結果、CFC税制に関して長年にわたって
要望していた事項（M&A後の再編に伴うキャピタルゲインの非課税化）が実現したほか、複数の要
望が実現するに至った。

⑸　海外での治安・安全対策に向けて

　2017年度は会員企業における海外安全対策の更なる強化を目的に、人事委員会の下部組織として新
たに「海外安全対策ワーキンググループ」を設置し、海外安全管理に長けた大手商社の情報・経験を
紹介する座談会を開催するなど会員間の交流を促進した。また、外務省「中堅・中小企業海外安全対
策ネットワーク」、「国際協力事業安全対策常設化会議」に参加するとともに、外務省と連携し海外安
全対策セミナーの地方展開を図った。

⑹　その他商社活動の環境整備に向けて

　上記のほか2017年度の活動としては、外為報告制度に関する会員アンケートを行い、各社の実務状
況等を把握し、日本銀行及び財務省に制度改善を働きかけるとともに、意見交換会を実施し、外為報
告に関する報告者・統計作成者・実務担当者間の相互理解に努めた。

₂．貿易・海外事業の拡大に向けた取組み
「質の高いインフラシステム輸出の国際競争力強化」
　本会は、2016年12月に「質の高いインフラシステム輸出の国際競争力強化」に向けて「国際協力銀
行（JBIC）の海外インフラ支援事業に関する要望」を提出しているが、2017年度はJBIC関係者より
要望に対するフィードバックを受けたほか、財務省大臣官房参事官より「インフラ輸出に向けた省庁
間連携・官民連携」、（独）国際協力機構（JICA）理事より「有償資金協力における本邦企業の参画
に向けたJICAの取組み」について説明を受けるなどのフォローアップを行なった。
　また、国土交通省「第5回航空インフラ国際展開協議会」に経済協力委員会委員長が参加し、航空
インフラプロジェクトの獲得に向けて官民協力で取り組んでいくことの重要性について意見を表明し
た。

広域経済連携、自由貿易体制の推進
　2017年度は「経済連携協定の交渉状況」、「最新の米国政治経済情勢」、「TPP11の大筋合意内容をは
じめ、主要メガFTA（日EU、AJCEP…、RCEP）について」、「中国と日本の経済関係のさらなる発展
に向けて」をテーマとする講演会を開催し、最新の情報収集に努めた。
　また地域別では、第42回中東協力現地会議（2017年8月）、第49回日韓経済人会議（2017年9月）、第
54回日米財界人会議（2017年11月）、第55回日豪経済合同委員会会議（2017年10月）などに参加し、
それぞれ情報収集を行った。
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農林水産物等輸出促進支援
　政府目標「2020年に農林水産物・食品の輸出1兆円」の達成に協力するため、2017年度も農林水産
物等輸出促進全国協議会総会に参加した。

貿易関連手続の円滑化
　2017年10月の第6次NACCS更改時に実現されなかった要望項目についてフォローし、長年要望して
きた輸出入者に対する修更正データの提供、関税割当証明関連業務の運用改善等の実現に至った。

₃．特別研究事業「内なるグローバル化と商社の役割」
　2年間にわたる特別研究会（研究会：12回開催、分科会：9回開催）の研究成果「『内なるグローバ
ル化』による新成長戦略と商社〜世界人材・企業と拓く新生ジャパン」を10月20日に（株）文眞堂よ
り発刊した（写真参照）。
　また、発刊記念シンポジウムを日本貿易会創立70周年記念シンポジウムの第1部として2017年10月
26日に日経ホールで開催した。モデレーター・パネリストにより「内なるグローバル化」に向けた商
社の役割について活発な討論がなされ、当日は会員企業はじめ427名が参加し、盛況のうちに終了し
た（写真参照）。

₄．情報セキュリティ対策への取組み
　本会は、商社間のサイバーセキュリティ情報・知見を交換・共有することを目的に、2016年4月に
会員企業23社によるプロジェクト組織として「日本貿易会ISAC」を設立しているが、2017年度はそ
の2年目を迎えた。
　情報交換会では、世界中で流行したマルウェアをテーマとした講演会を開催するとともに、ビジネ
スEメール詐欺の事例紹介などタイムリーな情報共有を行った。実務者連絡会では、実機を利用した
演習などを実施した。
　また、2018年1月には「貿易会ISAC今後の在り方検討ワーキンググループ」を設置した。

₅．「内なるグローバル化」推進及び「人材力」強化に向けた取組み
グローバル人材育成に向けた様々な取組み
　本会では、海外子女の教育環境の拡充をグローバル人材育成の早道であるととらえ、その拡充につ
いて繰り返し要望を行ってきた。2017年度においても、2017年6月に「海外子女教育の拡充によるグロー
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バル人材育成に関する要望」を提出し、自民党海外子女教育推進議員連盟の総会において（一社）日
本在外企業協会、（公財）海外子女教育振興財団と連携し意見表明を行った。その結果、2018年度予
算における文部科学省派遣教員定数は1,227人（前年度比24人増）、外務省の安全対策援助費について
も前年度に引き続き高い予算が維持される見込みとなった。
　このほか、文部科学省「グローバル人材育成コミュニティ協議会運営幹事会」運営幹事会に参加し、
日本からの留学生支援プログラム「トビタテ！留学JAPAN」の運営促進を支援したほか、文部科学
省「トビタテ！教員プロジェクト」始動の際、在外教育施設で学んだ経験を持ち現在商社で活躍する
人材を紹介するなどした。また、東京大学「FLY…Program」の後援も行った。

ダイバーシティ推進
　「知っておきたいLGBT」、「ダイバーシティ・コミュニケーション〜男女脳差を生かした組織力向上」
などの講演会を開催するとともに、商社で活躍中の部長クラスの女性をパネリストに迎えたパネル
ディスカッション及び交流会など、商社業界におけるダイバーシティの推進に向けた啓発セミナーを
実施した（写真参照）。また、海外で活躍する商社ウーマンへのインタビューを日本貿易会月報に掲
載するとともに、ホームページに「国内外で活躍する商社ウーマン」の紹介コンテンツを立ち上げた。

働き方改革
　「働き方改革法案（労働基準法、同一労働同一賃金ほか）〜人事が知っておくべき注意点〜」、「御
社の働き方改革、間違ってませんか？経営戦略としての働き方改革〜商社編〜」などの講演会を開催
するとともに、（一社）日本経済団体連合会の「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」
に賛同を表明した。

₆．企業市民としての取組み
地球環境問題
　低炭素社会構築に向けた商社業界実行計画のフォローアップを行い、（一社）日本経済団体連合会（以
下：経団連）、経済産業省へ報告し、経団連第三者評価委員会、経済産業省産業構造審議会環境部会
地球環境小委員会流通・サービスワーキンググループにおいて説明を行った。また、循環型社会構築
に向けた商社業界環境自主行動計画のフォローアップを行い、経団連へ報告した。環境月間である6
月には環境セミナーを開催し、会員企業の環境意識啓発に向けた取組みを行った。

企業倫理・コンプライアンス・不正リスク等
　2017年度は内部通報制度、贈賄防止、カルテル防止、不正リスク対応をテーマにグループディスカッ
ションを行うとともに、企業倫理実務者研修として「コンプライアンスの欠如が招いた悲劇と対応」
の講演会を開催した。このほか、IT・AI活用の観点より「人工知能活用の現状と未来像」、「社会変
化が引き起こす経理業務への影響と会計監査・内部監査の変革」などの講演会を開催した。
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社会貢献活動
　社会貢献・ABIC委員会において委員各社の社会貢献活動について情報交換を行い、総務専門委員
会では経団連が寄付斡旋する経済界募金の寄付要請に対し、2017年度は年間総額906万円を応諾した。

CSR
　CSR研究会において、サプライチェーンCSR、CSR関連のガバナンス体制について意見交換を行っ
た。

₇．「商社行動基準」の改定
　「商社行動基準」については、2005年の前回改定以降、ISO26000の制定（2010年）、「ビジネスと人
権に関する指導原則」（2011年）、SDGs（2015年）の採択など、企業の社会的責任や行動原則に関す
る基準が大幅に更新されたのを受け、2017年度に正副会長会社7社による「商社行動基準アップデー
トに関するワーキンググループ」を設置し、その見直しを行った（�.参照）。
　主な改定ポイントは以下の通り
◦　…「持続可能な社会の実現こそがわれわれの責務」であり、「企業活動の基盤としても不可欠との認

識を確認しつつ、新たに「ビジネス展開にとっても大きな機会を提供するもの」という前向きの
認識を追加（まえがき）

◦　「すべての人々の人権を尊重する経営を行う」を追加（第1章：経営の理念と姿勢）
◦　…商社が「SDGsの諸目標達成を念頭に置き」つつ、「イノベーション」や「パートナーシップ」構

築などを通じてその機能を発揮することが、「社会的課題の解決と持続可能な経済成長の実現」へ
の貢献につながることを強調（第2章：機能と活動分野）

◦　…危機管理の必要性が全世界的に高まっている現状に対応し、「テロ、サイバー攻撃、自然災害等に
備えた危機管理」を追加（第3章：ガバナンスと危機管理）

◦　…本行動基準を実効性あるものとして運営していくためには、経営トップの役割が重要であること
を確認するとともに、自らの企業グループ内のみならず、取引先やさらにその先を含むサプライ
チェーンに、「本行動基準の精神に対する理解と実践を促す」ことを明記（第6章：経営トップの
役割と本行動基準の周知徹底）

₈．商社業界の認知度向上に向けた取組み
　商社活動をわかりやすく伝え、業界及び本会活動の認知度向上を図るべく、2017年度も様々な広報
活動を展開した。

メディアへの積極的な対応
　定例記者会見を5回開催し、会長人事内定記者会見の発言も含め、新聞等に大きく取り上げられた。
また、日EU…EPAの大枠合意、4団体共同提言「11ヵ国によるTPPの早期実現を求める要望」、TPP11
大筋合意、TPP11署名と米国の輸入制限、米国通商法301条発動など、商社と関連の深い分野におい
て積極的に会長コメントを発出した。
　このほか、週刊東洋経済別冊「強い大学」特集号、月刊プレジデント「日本のキーマン解剖」、日
刊工業新聞「主張」、週刊エコノミスト「特集2018年の世界経済」に会長インタビューなどが掲載さ
れた。

第13回日本貿易会賞懸賞論文
　2017年度は、｢自由貿易体制の今後のあり方〜課題と処方箋〜｣ をテーマに募集し、64ヵ国より過去
最高の266点（うち約90％が英語）の応募があった。優秀賞3点、審査委員長特別賞1点を選出して表彰、
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日本経済新聞に結果発表広告、月刊VOICE…3月号に入賞作品の要旨及び委員長の講評を掲載した。

刊行物・ホームページ等を通じた情報提供と広報活動
　機関誌『日本貿易会月報』については、2017年4月より全面カラー化を行い、視覚効果の強化を図っ
た。また、商社の積極的な取組みをPRすべく、｢ヘルスケア・ビジネス｣、｢欧州情勢｣、｢中国｣、｢ス
チールビジネス｣、｢地方創生｣ などの特集を企画した。なかでも「中国」特集では、福田康夫元総理
大臣より最近の日中関係について寄稿いただいた。「新春特集」では正副会長の「新年の抱負」、
TPP11大筋合意や日中社会保障協定実質合意の折にはこれまでの要望活動や合意内容の解説を掲載
し、内容の充実化を図った。
　ホームページについては、日本貿易会月報の2000 〜 2016年の特集・海外事情を「日本貿易会月報
オンライン」に移行するとともに、検索機能を充実させ、全体のアクセス増加を図った。
　英文機関誌「JFTC…News」については、在日大使館・外国商工会議所・海外の大学等に送付し、
商社業界の活動をPRした。
　このほか、朝日新聞社発刊のキャリア教育教材『おしごと年鑑2017』に協賛し、商社の活動及び
｢JFTCきっずサイト｣ を紹介した。
　広告記事としては、商社業界のPR活動の一環として日本経済新聞 ｢商社連合特集｣ において本会
70年の歴史、日経産業新聞 ｢商社特集｣ において ｢内なるグローバル化の推進｣「商社ハンドブック
発刊」についての記事広告を掲載した。また、ABICを通じた本会の社会貢献活動に関するPR広告を
『世界経済評論』に掲載した。

₉．70周年記念事業
　本会が2017年6月に創立70周年を迎えるにあたり、記念事業を展開した。

創立70周年記念シンポジウムの開催
　創立70周年記念シンポジウムとして、商社ビジネスへの理解・関心を深めるために毎年開催してい
る商社シンポジウムと「内なるグローバル化」特別研究会報告書発刊記念シンポジウムをコラボレー
ションさせたシンポジウムを日経ホールにおいて開催し、427名の出席者を得、高い評価を得た（写
真参照）。
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『日本貿易会70年の歩み～自由貿易の旗手として』
　本会の70年の歴史的な変遷を3つの時代に分け、各々の時代における「知られざる」ドラマやエピソー
ドを選りすぐって紹介する冊子を刊行した。

新春懇親会
　新春懇親会を2018年1月5日にホテルニューオータニにおいて開催した。会員及び政官財界ならびに
在日外国大使館・商工会議所の関係者など約800名が出席し、主賓の世耕弘成経済産業大臣から祝辞
があった。また、会場では70年の歩みを振り返るスライド、懸賞論文表彰式の模様を撮影した動画を
放映した。

創立70周年記念ロゴマークの作成
　創立70周年を記念するロゴマークを作成し、行事や出版物、名刺などで掲示した。

10．タイムリーな情報提供による会員サービスの充実
講演会の定期開催
　時宜を得たテーマで定例午餐会を4回、日本貿易会ゼミナールを18回開催した。参加者からの要望
を踏まえ、2017年度からゼミナールの開催時間を多様化するとともに、講師の了解を得たものについ
ては会員限定で動画を公開することとした（14本）。2017年度の講演会への申込人数は延べ1,405名と
なった。

刊行物の発刊
　会員企業による有効利用に向けて刊行物の内容充実化を図った。
　　『SHOSHA…〜 Creating…Value…Globally』（Shosha…Handbook…2017）
　　『日本貿易の現状…Foreign…Trade…2018』
　　『商社　〜グローバルな価値創造に向けて』（商社ハンドブック2018）

8

Ⅰ．事業活動の概要



11．会員向け研修事業
　「貿易会経営塾」は、入社10年目前後の商社社員を対象に「商社社長経験者が語るリーダーシップ論」
をテーマに3回開催し、254名が参加した。このほか、「商社新人研修」50名、「海外赴任前研修」30名、
「貿易実務・商社ビジネス研修」17名が参加した。「実務者研修」は、「安全保障貿易管理実務者研修」
初級編と中級編を開催し、それぞれ37名、20名が参加した。「商社新人研修」、「海外赴任前研修」、「貿
易実務・商社ビジネス研修」についてはABICと連携した。
　また、今後に向けて会員の研修ニーズに関するアンケートを実施した。

12．ABICとの継続的連携
　本会は、社会貢献活動の推進（定款第4条1項（7））のため、2001年度から国際社会貢献センター
（ABIC）へ同事業を委託している。2017年度もABICの活動内容の拡充に向けて連携を図り、2017年
度末のABIC登録者は2,836名（前年度比86名増）となった。
　ABICへの委託事業を通じた2017年度の活動としては、政府機関・非政府機関関連、自治体協力・
中小企業支援、外国企業支援等1,106名、大学・小中高校など教育関係、留学生支援等1,141名、その
他一般求人等200名、計2,447名（設立（2000年）以降の累計22,628名）が社会貢献活動を行った。
　ABICでは2001年の設立以来、35都道府県内の地方自治体との取組み実績があるが、2017年度は18
都府県内の地方自治体との取組みを行った。今後は、既存の自治体とのパイプを太くするとともに、
新規自治体との取組みを増やしていく。

13．内外要人との交流
　国内では、理事会において黒田東彦日本銀行総裁、秋葉剛男外務事務次官、常任理事会において浅
川雅嗣財務官、嶋田隆経済産業事務次官、岸田文雄自由民主党政務調査会長、世耕弘成経済産業大臣
をそれぞれ招聘し、懇談した（招聘順）。
　海外からは、国賓スペイン王国フェリペ6世国王陛下及び同王妃陛下、国賓ルクセンブルク国大公
殿下及び妃殿下、公式実務訪問賓客豪州ターンブル首相、ASEAN経済大臣一行の来日にあたり、歓
迎会を共催した（写真参照）。

豪州ターンブル首相歓迎昼食会 ASEAN経済大臣歓迎昼食会
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Ⅱ．要望・意見の概要

１．会計基準・税制など商社経営のインフラ整備

⑴　税制

１）税制改正要望

平成30年度税制改正に関する要望（2017.09.22）
　経理委員会では、傘下の税務コミッティにて検討のうえ、重要要望の26項目と一般要望の60項目の
合計86項目からなる要望をとりまとめた。
　本要望は、経済活動のさらなるグローバル化に対応し、わが国企業の国際競争力の強化やわが国経
済成長の支えとなる税制改正が必要であることに鑑み、①国際課税制度の見直し、②連結納税制度の
見直し、③法人課税における個別項目の見直しを柱とする要望項目からなり、第355回常任理事会
（2017.09.20開催）における審議・承認を経て、政府・与党に提出した。
　与党 ｢平成30年度税制改正大綱｣（2017.12.14公表）においては、最重要要望項目の①外国子会社合
算税制の合算所得及び納税義務者の範囲の適正化要望のうちのM&A直後の組織再編に伴うキャピタ
ルゲインなどに係る合算免除が実現したほか、②申告手続などの整備に関して、連結納税申告にて親
法人が電子申告する場合の子法人の個別帰属額提出義務の緩和、③連結納税制度の見直し及びグルー
プ法人税制の見直しにおいて、連結納税グループにおける親法人・子法人のダブルワークとなる届け
出義務の緩和が実現した。また、④外国子会社合算税制の明確化要望では、経済活動基準、特定の外
国関係会社（ペーパーカンパニー）、受動的所得（利子）に関する明確化が通達ならびにQ&Aにて実
現し、成果を上げた。

平成30年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）（2017.09.22）
　国際課税連絡協議会は、日本貿易会が国際取引に関係の深い業界団体に呼びかけ、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く目的で、2000年に結成したものである。
本年度の税制改正要望は、国際的二重課税の排除の強化をはじめとする国際課税を中心…に計…9…項目
（大項目）を取り上げ、19…団体の連名で政府・与党宛提出した。

₂）経済協力開発機構（OECD）への意見提出

OECD「A Toolkit for Addressing Difficulties in Accessing Comparables Data for Transfer Pricing 
Analyses（移転価格分析（比較対象企業データの欠如への対策）用ツールキット）に関する討議草案」」
に対するコメント（2017.02.21）
　2017.01.24にG20からの要請を受け、国際通貨基金（IMF）、経済協力開発機構（OECD）、国際連合
（UN）と世界銀行グループは共同で表記討議草案を公表し、意見募集を開始した。
　本討議草案は、途上国の場合、上場企業などの開示している財務データや取引が非常に少なく、比
較対象データが入手困難であるため、そのような状況においても途上国の税務当局が移転価格税務執
行を行えるような解決案を提示している。そこでは既存の手法のみでは有効な移転価格検証が望めな
い場合における代替案となり得るアプローチがいくつか提案されているが、代替案となり得るアプ
ローチに対する実証がまだ不十分であるとし、その適用にあたっては「十分な検討」が行われるべき
としている。
　経理委員会では、この「十分な検討」の解釈を巡り、意見の相違が起こることが容易に予想される

Ⅱ．要望・意見の概要
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懸念があるため、国際機構による信頼性のあるガイドラインの公表が行われるまでは「原則適用すべ
きではない」旨、明記すべきなどを総論として意見を取りまとめ、2017.02.21にOECD宛提出した。

OECD「Discussion draft on Action 8 （Implementation Guidance on Hard-to-value Intangibles of 
the BEPS Action Plan）」BEPS行動計画8「評価困難な無形資産（所得相応性基準）」に関する実施
ガイダンス公開討議草案に対するコメント（2017.06.29）
　2017.05.23にOECDは標記討議草案を公表し、意見募集を開始した。本討議草案は、BEPS行動計画
8に関連するものである。
　本討議草案は、3つのセクションから構成されており、HTVI（評価困難な無形資産）アプローチ
の適用の結果としてどのように調整を行うかについて、税務当局の間で共通の理解とプラクティスに
達することを目的としている。
　経理委員会は、HTVIに関する取扱いという困難な課題について、一定の対処法を提示し、各国当
局の共通理解を図ろうとする点は評価する一方で、HTVIは、納税者のビジネスの不確実性につなが
り、ビジネス上の判断の阻害要因となり得ることが懸念されることから、予測可能であったと判断す
る基準を明確化するとともに、予見可能性の担保手段についても今後検討が行われ、ガイダンスに追
加されることを強く希望することを総論に、各論点に関する意見を取りまとめ、2017.06.29、OECD
宛提出した。

OECD「Discussion draft on BEPS Action 7 （Additional Guidance on Attribution of Profits to 
Permanent Establishments） of the BEPS Action Plan」BEPS行動計画7「PE帰属利得に関する追
加ガイダンス公開討議草案」に対するコメント（2017.09.15）
　2017.06.22にOECDは標記討議草案を公表し、意見募集を開始した。本討議草案は、BEPS行動計画
7の最終報告書を受けて、新たに認定されるPEへの帰属利得に関する追加ガイダンスであり、2016.07
に公表された討議草案に代わるものとなっている。
　経理委員会は、納税者側の実務負担軽減ならびに課税執行の安定性を図るためにも、従属代理人
PEのケースにおいては、第9条に基づく分析が行われている場合には、第7条による配分計算を不要
にすることをガイドラインに明記することを総論に、各論点に関する意見を取りまとめ、2017.09.15
にOECD宛提出した。

OECD「Discussion draft on Action 10（Revised Guidance on Profit Splits） of the BEPS Action 
Plan」BEPS行動計画10「利益分割に関する改訂ガイダンスに関する公開討議草案」に対するコメ
ント（2017.09.15）
　2017.06.22にOECDは標記討議草案を公表し、意見募集を開始した。本討議草案は、BEPS行動計画
8－10の最終報告書（2015.10公表）を受けて、行動10の検討事項とされている取引単位利益分割法（PS
法）に係る2016.07公表の討議草案を改訂し、ガイダンスとしての明確化と強化を図ったものである。
　経理委員会は、PS法はその性質上、主観性を排除できず、納税者と税務当局間、あるいは税務当
局間でコンセンサスを得ることが難しく、税務当局が納税者と異なる見解を持つのであれば、その立
証責任は税務当局が負担するべきであり、相互協議による合意により二重課税リスクの排除がされる
場合にのみ、本討議草案を適用するべきであることを総論に、各論点に関する意見を取りまとめ、
2017.09.15にOECD宛提出した。

Ⅱ．要望・意見の概要
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⑵　会計基準制度

₁）国際会計基準審議会（IASB）への意見提出

IASB公開草案「Annual Improvements to IFRS® Standards 2015–2017 Cycle」（IFRS® 基準の年
次改善 2015－2017年サイクル）」に対するコメント（2017.03.21）
　IASBは、資本に区分される金融商品に係る支払による法人所得税への影響（IAS第12号「法人所
得税」）、資産化に適格な借入コスト（IAS第23号「借入コスト」）、関連会社または共同支配企業に対
する長期持分（IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」）に関する改定案を提案する
ため、2017.01.12に標記公開草案を公表した。
　これに対して経理委員会では、法人所得税、借入コストの修正案には同意する一方で、長期持分に
関するIFRS第9号「金融商品」の適用に関しては対象ではなく、IAS第28号のみの適用対象とすべき
であることを総論として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、2017.03.21にIASB宛提出した。

IFRS解釈指針委員会「Tentative agenda decisions of IFRS1 "First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards"（IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」アジェンダ決定案）」
に対するコメント（2017.05.22）
　IFRS解釈指針委員会（IFRS-IC）は、2017.03開催の会議において議論された、親会社より後に子
会社が初度適用となる場合の会計処理の明確化（IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」に関連）
について求める要望を却下し、アジェンダ決定案を公表し、意見を求めている。
　これに対して経理委員会は、IFRS第1号D16（a）項の規定は、初度適用企業の実務負担を軽減す
るために設けられた規定であり、IFRS-ICの議論に基づけば、換算差額累計額を親会社と子会社で二
重管理することになり、今後、親会社より後に子会社がIFRSを初度適用するケースは十分想定され、
連結経営管理及び実務負担の観点よりIFRS第1号の修正、当該規定の明確化を検討すべきであること
を総論として意見を取りまとめ、2017.05.22にIFRS-ICにコメントを提出した。

IASB公開草案「Improvements to IFRS 8 Operating Segments （Proposed amendments to IFRS 8 
and IAS 34）（IFRS第8号「事業セグメント」の改善（IFRS第8号及びIAS第34号の修正案））」に対
するコメント（2017.06.26）
　IASBは、IFRS第8号「事業セグメント」の適用後レビューの結果を踏まえ、最高経営意思決定者
の識別や複数の事業セグメントの集約、報告セグメントの開示などに関して、概念の明確化や新たな
開示事項を提案するため、2017.03.29に標記公開草案を公表した。
　これに対して経理委員会では、本公開草案で提案されている一部の内容に関しては要求事項が不明
瞭であり、また、財務諸表作成者の負担増加が懸念されることから、規定の見直しを含め、再検討す
るべきであることを総論として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、2017.06.26にIASB宛提出し
た。

IASB®基準 情報要請「Post-implementation Review — IFRS 13 Fair Value Measurement （適用後
レビュー ― IFRS第13号『公正価値測定』）」に対するコメント（2017.09.12）
　IASBは、IFRS第13号「公正価値測定」の適用後レビュー（PIR）の一環として、IFRS第13号に基
づき提供される情報の有用性、適用上の課題の有無、基準の適用または実施に関連して発生する予期
しないコストベネフィットについて広く利害関係者からコメントを求める標記情報提供要請を
2017.05.25に公表した。
　これに対して経理委員会では、各質問事項に対する意見を取りまとめ、2017.09.12にIASB宛提出し
た。

Ⅱ．要望・意見の概要
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IASBディスカッション・ペーパー「Disclosure Initiative—Principles of Disclosure （ 開示に関する
取組み ― 開示原則）」に対するコメント（2017.09.27）
　IASBは、一般的開示基準または本トピックに対する強制力のないガイダンスに含まれるべき開示
原則に関するIASBの予備的な見解を示している包括的なディスカッション・ペーパーを2017.03.30に
公表した。
　これに対して経理委員会では、EBIT等の小計に係る論点など、基本財務諸表プロジェクトと密接
に関連する論点も含まれていることから、両プロジェクトを関連付けながら整合的に検討していく必
要があることを総論として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、2017.09.27にIASB宛提出した。

IASB公開草案「Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use Proposed 
amendments to IAS 16 （IAS第16号 有形固定資産：意図された使用の前に発生する利益）」に対す
るコメント（2017.09.27）
　IASBは、有形固定資産項目の使用可能となる前に生産された物品の販売による収入に関する会計
処理を明確化することで、実務における多様性の除去と財務諸表利用者に目的適合性のある情報を提
供することを意図する標記公開草案を2017.06.20に公表した。
　経理委員会は、試運転期間の販売活動に関する企業の意図は、業種や商品、その期間の長短によっ
ても様々であり、本公開草案は企業の業績及び事業管理に及ぼす影響を考慮、検討する必要があるこ
とを総論として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、2017.09.27にIASB宛提出した。

₂）企業会計基準委員会（ASBJ）への意見提出

ASBJ公開草案「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」
に対するコメント（2017.02.16）
　ASBJは、公共施設など運営事業において、運営権者が公共施設など運営権を取得する取引及び運
営権者が更新投資を実施する取引に関する会計処理などについて、実務上の取扱いを明らかにするこ
とを目的として2016.12.22に標記公開草案を公表した。
　これに対し経理委員会では、ASBJから提示された各質問事項について意見を取りまとめ、
2017.02.16にASBJ宛提出した。

ASBJ公開草案「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」等に対するコメント（2017.07.21）
　ASBJは、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち繰延税金資産の回収可
能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、表示
及び注記事項に関する定め及び必要と考えられる一部の会計処理について見直しを行うことを目的と
して2017.06.06に標記公開草案を公表した。
　これに対し経理委員会では、ASBJから提示された各質問事項について意見を取りまとめ、
2017.07.21にASBJ宛提出した。

ASBJ公開草案「収益認識に関する会計基準（案）」等に対するコメント（2017.10.19）
　ASBJは、IFRS第15号の基本的な考え方をベースに、わが国における収益認識に関する包括的な会
計基準の開発に向けた検討に取り組んでおり、2016.02に適用上の課題などに対する意見募集を行い、
寄せられた意見を検討したうえで、2017.07.20に標記公開草案を公表した。本公開草案では、
2021.04.01以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することを提案しているほか、早
期適用についても提案している。
　これに対し経理委員会では、ASBJより提示された各質問事項について意見を取りまとめ、2017.10.19
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にASBJ宛提出した。

₂．経済連携・経済協力の推進
4団体共同提言「11カ国によるTPPの早期実現を求める」（2017.10.23）
　本会では市場委員会を中心にかねてより、TPP協定の早期実現に向けた要望を行ってきたが、
10.23に加留部…淳副会長（豊田通商（株）社長）が、（一社）日本経済団体連合会…榊原定征会長、日
本商工会議所…三村明夫会頭、（公社）経済同友会…小林喜光代表幹事とともに、首相官邸を訪れ、安
倍晋三首相ならびに茂木敏充内閣府特命担当大臣と会談し、4団体共同提言「11ヵ国によるTPPの早
期実現を求める」を手交した。
　2016年に署名した原協定からの変更や凍結項目は最低限にとどめ、また米国の将来の復帰を期して、
まずは11ヵ国にて、11月のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で大筋合意することなどを
求めた。

₃．安全保障貿易管理
平成29年度・安全保障貿易管理に関する要望（2017.10.04）
　安全保障貿易管理委員会では、毎年度、経済産業省に対して関連法令及び制度改正に関して意見・
要望を提出している。今年度は、安全保障貿易管理に関する法制度、実務面を中心に改善要望（計10
項目）を2017.10に同省安全保障貿易管理政策課へ提出し、意見交換した。

中国輸出管理法草案に関する意見書（2018.02.16）
　中国政府が2017.06に公表した「中国新輸出管理法」は、報復条項や再輸出規制などが含まれ、日
本企業の経済活動にも影響が及ぶ可能性があることから、安全保障貿易管理委員会は（一財）安全保
障貿易情報センター（CISTEC）を中心とする日本の関連7団体と連携し、意見書を中国商務部及び
経済産業省に提出した（2017.12.01、12.05）。また日米欧の関連団体（14団体）にて連携し、同管理
法についての追加意見書を中国商務部及び経済産業省に提出した。

₄．人材力の強化
海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望（2017.06.30）
　経済活動のグローバル化が進展し、わが国企業の海外進出が年々拡大する中で、海外子女数も年々
増加している。一方で、海外子女の教育環境は、2015年より派遣教員の定数増、関連予算の増額など、
改善傾向にあるものの、まだ十分な水準に至っていない。
　毎年1万人以上を超える帰国子女は、将来、日本を支えるグローバル人材の有力候補であり、また
派遣教員も帰国後に国内でグローバル人材教育に重要な役割を果たすことが期待され、海外子女の教
育環境の拡充こそがグローバル人材育成の早道と言える。
　人事委員会では、こうした状況を踏まえ、2009年より（一社）日本在外企業協会、（公財）海外子
女教育振興財団とともに、海外子女の教育環境の拡充について、繰り返し要望を行ってきた。2017年
度予算においては、派遣教員定数増とともに、昨今のテロ情勢等を踏まえて日本人学校の安全対策費
について大きく増加された。2018年度についても、更なる拡充をお願いすべく、標記要望書を自由民
主党海外子女教育推進議員連盟に提出した。

Ⅱ．要望・意見の概要
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Ⅲ．総会、理事会等

₁．総会
2017.05.31　第93回定時総会（議長：小林栄三…会長）
　　　　　　・　正会員総数90名のうち90名出席
　　　　　　・　以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決
　　　　　　　　　　　第 1号議案　　2015年度事業報告案・財務諸表案
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　2016年度事業計画案・収支予算案
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　役員の選任案
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　名誉会長の選任案
　　　　　　　　　　　第 5号議案　　名誉顧問、顧問、参与の推薦案
　　　　　　・　会員入会について報告

₂．理事会
2017.05.17　第162回理事会（議長：小林栄三…会長）
　　　　　　・　理事総数35名のうち24名、監事総数2名のうち2名出席
　　　　　　・　講演：「最近の内外情勢について」
　　　　　　　　講師：日本銀行　総裁　黒田東彦氏
　　　　　　・　…以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決。第1、2、3、5、6号議

案は第93回定時総会の議に付すこととした。
　　　　　　　　　　　第 1号議案　　2016年度事業報告案・財務諸表案
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　2017年度事業計画案・収支予算案
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　常勤役員の報酬等の額案
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　推薦個人会員の交替案
　　　　　　　　　　　第 5号議案　　定時総会に諮る役員の選任案
　　　　　　　　　　　第 6号議案　　定時総会に諮る顧問、参与の推薦案
　　　　　　　　　　　第 7号議案　　常任理事の選任案
　　　　　　　　　　　第 8号議案　　業務執行理事の選定案
　　　　　　　　　　　第 9号議案　　審議員の委嘱案
　　　　　　　　　　　第10号議案　　「人間ドック規程」等の一部改訂案
　　　　　　・　職務執行状況について報告
2018.03.22　第163回理事会（議長：小林栄三…会長）
　　　　　　・　理事総数34名のうち20名、監事総数2名のうち2名出席
　　　　　　・　講演：「日本外交の課題と今後の展望」
　　　　　　　　講師：外務省　事務次官…秋葉剛男氏
　　　　　　・　以下の議案について報告
　　　　　　　　　　　第 1号議案　　2017年度事業報告
　　　　　　・　…以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決。第2号議案は第94回定

時総会で事後承認を得ることとした。
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　定時総会で承認を得るまでの間の2018年度予算執行
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　会員の入会
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　推薦個人会員の交代
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　　　　　　　　　　　第 5号議案　　審議員の委嘱
　　　　　　　　　　　第 6号議案　　商社行動基準の改定
　　　　　　　　　　　第 7号議案　　事務局組織規程の改訂
　　　　　　　　　　　第 8号議案　　定時総会の日時、場所及び議事

₃．常任理事会
2017.07.19　第354回常任理事会
　　　　　　・　講演：「最近の国際金融情勢について」
　　　　　　　　講師：財務省　財務官…浅川雅嗣氏
　　　　　　・　…河津専務理事より、「海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望」

提出、海外安全対策に係る活動、第13回日本貿易会賞懸賞論文について報告
2017.09.20　第355回常任理事会
　　　　　　・　講演：「通商、産業、エネルギー等に係る課題と対応について」
　　　　　　　　講師：経済産業省　事務次官…嶋田　隆氏
　　　　　　・　…川上昌範経理委員会委員長（双日（株）理事主計部長）より日本貿易会及び国際課

税連絡協議会の「平成30年度税制改正要望（案）」について説明した後、審議・了承
　　　　　　・　…河津専務理事より、日本貿易会創立70周年記念シンポジウム、「長時間労働につなが

る商慣行の是正に向けた共同宣言」について報告
2017.11.15　第356常任理事会
　　　　　　・　講演：「新内閣における政策課題」
　　　　　　　　講師：自由民主党　政務調査会長　岸田文雄氏
　　　　　　・　…安全保障貿易管理委員会久保岡宏之委員長（豊田通商（株）物流部部長職）より、「商

社安全保障貿易管理行動基準（案）」について説明後に審議
　　　　　　・　…河津専務理事より共同提言「11ヵ国によるTPPの早期提言を求める」、創立70周年

記念シンポジウム、第13回日本貿易会賞懸賞論文、「日本貿易会70年の歩み（自由貿
易の旗手として）」発刊について報告

2018.02.21　第357回常任理事会
　　　　　　・　講演：「最近の対外経済政策」
　　　　　　　　講師：経済産業大臣　世耕弘成氏
　　　　　　・　…河津専務理事より「商社行動基準改定」について説明後、中国輸出管理法草案につ

いての米欧日産業団体連名意見書、平成30年度税制改正当会要望実現事項、日中社
会保障協定の実質合意について報告

₄．正副会長会等

⑴　正副会長会

2018.03.22　会合
　　　　　　・　正副会長7名が出席
　　　　　　・　…小林会長の議事の下、次期会長候補に、中村邦晴副会長（住友商事（株）代表取締

役社長執行役員CEO）を推薦することを了承
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⑵　運営委員会

2017.04.26　第328回…運営委員会
　　　　　　・　…2017年度収支予算（案）、第162回理事会、第93回定時総会議案、事務局規程の一部

改訂（案）について審議・了承
　　　　　　・　…日本貿易会ISAC活動状況、懸賞論文事業（2017年度募集概要報告と審査委員推薦依

頼、2018年度以降の在り方に関するアンケート依頼）について事務局より説明
2017.06.14　第329回…運営委員会
　　　　　　・　…第13回日本貿易会賞懸賞論文募集、海外安全対策に係る活動、2025国際博覧会（大阪・

関西）、経産省・商社政策懇談会（06.07）、第19回委員長連絡会（07.03）について事
務局より報告

2017.07.12　第330回…運営委員会
　　　　　　・　…海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望（人事委員会）、2017年

度商社研修事業の現状報告、経済産業省　産業構造審議会通商・貿易分科会（07.07）
について事務局より報告

2017.09.13　第331回…運営委員会
　　　　　　・　…平成30年度税制改正要望（日本貿易会、国際課税連絡協議会）、日本貿易会創立70周

年記念シンポジウム開催要領、（一社）日本経済団体連合会「長時間労働につながる
商慣行の是正に向けた共同宣言」への賛同、経済産業省　産業構造審議会第21回総
会について事務局より報告

2017.10.11　第332回…運営委員会
　　　　　　・　商社安全保障貿易管理行動基準（案）について審議・了承
　　　　　　・　70周年記念事業「日本貿易会70年の歩み」発刊、第13回（2017年度）
　　　　　　・　懸賞論文募集結果、商社行動基準の改定について事務局より報告
2017.11.07　第333回…運営委員会
　　　　　　・　…中国・新輸出管理法案、商社安全保障貿易管理行動基準（常任理事会上程）、「11ヵ

国によるTPPの早期提言を求める」共同提言、商社行動基準アップデートに関わる
ワーキンググループの件、創立70周年記念シンポジウムの結果について事務局より
報告

2017.12.13　第334回…運営委員会
　　　　　　・　…2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し、第13回日本貿易会賞懸賞論文…審査結

果、商社行動基準アップデートに関わるワーキンググループ（３ＣＷＧ）の進捗、
2017年度収支予算執行状況（上期実績、下期見込み）報告、2018年日本貿易会…新春
懇親会（01.05）、第23回経営者懇談会（12.05）、第19回経営者懇親ゴルフ会（12.09）
について事務局より報告

2018.01.10　第335回…運営委員会
　　　　　　・　…平成30年度税制改正大綱における当会要望関係事項の扱い、「日本貿易の現状

2018」・「商社ハンドブック2018」－新入社員用無償配布のご案内－、懸賞論文事業
の今後の在り方、日中平和友好条約締結40周年記念事業に係る提案（初歩的打診）、
2018年日本貿易会…新春懇親会について事務局より報告

2018.02.14　第336回…運営委員会
　　　　　　・　…2018年度事業計画案、商社行動基準アップデートの進捗状況、中国・新輸出管理法

案に対する日米欧三極による意見書提出、懸賞論文事業の見直しについて事務局よ
り報告
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2018.03.14　第337回…運営委員会
　　　　　　・　…商社行動基準改定案、2018年度事業計画（事業方針）案、2018年度貿易会事務局組

織改編、第163回理事会について審議・了承
　　　　　　・　…2017年度事業報告（概要）案、第7回ダイバーシティ推進セミナー、日中平和友好条

約締結40周年記念事業にについて事務局より報告

₅．審議員会
2017.04.10　第31回審議員会
　　　　　　（議長：樋口…勉審議員（一財）対日貿易投資交流促進協会理事長）
　　　　　　・　審議員32名出席
　　　　　　・　講演：「観光先進国を目指して」
　　　　　　　　講師：観光庁　長官　田村明比古氏
　　　　　　・　…小島理事より2016年度日本貿易会事業報告、山口総務グループ部長・国際社会貢献

センター（ABIC）常務理事より2016年度ABIC事業報告について説明。続いて、
河津専務理事より2017年度事業計画案について説明し、賛同が得られた。
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Ⅳ．常設委員会

₁．総務委員会

【委 員 長】　西條浩史…住友商事（株）…文書総務部長
【参加会員】　18社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事

⑴　活動方針

1）各種公益法人等への寄付を通じた社会貢献活動
2）企業防衛に関する取組みとして警察当局との連携強化
3）働き方の多様性の推進（執務空間の改革）

⑵　活動概要

₁）各種公益法人等への寄付を通じた社会貢献活動
・　…総務専門委員会において、日本貿易会が受け付けた経済界募金計8件を応諾した。8件全てが例年

案件。
①　経済界募金への対応

2017年度 2016年度
例年案件 ラグビーワールド

カップ2019大会
財界募金

受付案件数 8件 8件 8件 0件
審議案件数 8件 9件 8件 1件
審議要請額 20,600千円 47,600千円 20,600千円 27,000千円
拠出決定額 …9,060千円 36,180千円 … 9,180千円 27,000千円
応諾率 44％ 76％ 45％ 100％

・　…2016年度に大型案件である（一財）スポーツ振興資金財団／「ラグビーワールドカップ2019大会
財界募金」（要請額27,000千円）に対して満額応諾したことにより、2017年度は要請額及び拠出決
定額が大幅に減額となり、応諾率も低下した。

②　その他寄付案件への対応
・　「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催のための寄付金募金」について意見交換

₂）企業防衛に関する取組みとして警察当局との連携強化（第42回委員会）

₃）働き方の多様性の推進（執務空間の改革）（第41回委員会）
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₄）総務業務運営に関する共通問題についての意見・情報交換
・　株主総会準備状況（2017.05）及び結果報告（2017.07）
・　総務部（総務担当部）組織図資料交換（2017.07）

⑶　会合等の状況

総務委員会
2017.08.24　第41回委員会
　　　　　　・　講演：「文書情報マネジメントは経営の重要課題」
　　　　　　　　講師：（公社）日本文書情報マネジメント協会…顧問弁護士…牧野二郎氏
　　　　　　・　講演：「オフィス文書削減のポイントと事例」
　　　　　　　　講師：（公社）日本文書情報マネジメント協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　文書情報マネージャー認定委員長…内田俊哉氏
2018.03.08　第42回委員会
　　　　　　・　講演：「暴力団の情勢と対策」
　　　　　　　　講師：警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団排除対策官…志田卓郎氏
　　　　　　・　…2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任

総務専門委員会・幹事会
2017.04.20　第77回幹事会
　　　　　　・　今後の総務専門委員会の進め方について意見交換
2017.05.25　第141回専門委員会
　　　　　　・　「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会と政府の取組について」
　　　　　　　　説明：内閣官房…東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事務局
　　　　　　　　　　　参事官補佐　川上悟史氏
　　　　　　・　株主総会の準備状況に関する情報交換
2017.07.20　第78回幹事会
　　　　　　・　（公財）がんの子どもを守る会からの回答について意見交換
2017.08.24　第79回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）世界平和研究所／平成29年度事業賛助金募金
　　　　　　　　（公財）海外日系人協会／平成29年度事業費募金
2017.09.21　第80回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）日本シルバーボランティアズ／平成29年度事業費募金
　　　　　　　　（一財）日本いのちの電話連盟／平成29年度事業賛助会費
2017.09.28　第142回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）世界平和研究所／平成29年度事業賛助金募金
　　　　　　　　（公財）海外日系人協会／平成29年度事業費募金
2017.10.19　第81回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成29年度財界募金
　　　　　　　　（公財）がんの子どもを守る会／平成29年度事業資金募金
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2017.10.26　第143回専門委員会
　　　　　　・　寄付要請機関趣旨説明
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成29年度財界募金
　　　　　　　　説明：（一財）スポーツ振興資金財団…専務理事…高木一郎氏
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（一社）日本いのちの電話連盟／平成29年度賛助会費
2017.11.16　第82回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）警察協会／平成29年度救済援護等事業資金募金
2017.11.30　第144回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成29年度財界募金
　　　　　　　　（公財）がんの子どもを守る会／平成29年度事業資金募金
　　　　　　・　…（公財）日本シルバーボランティアズ／平成29年度事業費募金に関連しABIC事業

について説明
　　　　　　　　説明：（特非）国際社会貢献センター（ABIC）　常務理事・事務局長　山口俊之氏
2017.12.27　第83回幹事会
　　　　　　・　…「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催のための寄付金募金」に関

する経済界への協力要請について意見交換
2018.01.18　第84回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）日本シルバーボランティアズ／平成29年度事業費募金
　　　　　　　　（公財）全国教誨師連盟／平成29年度活動資金募金
　　　　　　・　2017年度総務専門委員会事業報告（案）について審議
2018.01.25　第145回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）警察協会／平成28年度救済援護等事業資金募金
2018.02.15　第85回幹事会
　　　　　　・　…「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催のための寄付金募金」につ

いて説明
　　　　　　　　説明：（一社）日本経済団体連合会
　　　　　　　　　　　総務本部…統括会員主幹…井ノ川正明氏
　　　　　　　　　　　総務本部…上席主幹　　…東　智樹氏
　　　　　　・　2017年度総務専門委員会事業報告（案）審議
2018.02.22　第146回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）日本シルバーボランティアズ／平成29年度事業費募金
　　　　　　　　（公財）全国教誨師連盟／平成29年度活動資金募金
　　　　　　・　2017年度総務専門委員会事業報告（案）審議
2018.03.15　第86回幹事会
　　　　　　・　…「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催のための寄付金募金」に関

する経済界への協力要請について意見交換
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₂．広報委員会

【委 員 長】　島﨑　豊…丸紅（株）…執行役員…秘書部長…兼…広報部長
【参加会員】　18社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事

⑴　活動方針

1）メディアへの積極的な対応
2）広報活動の充実
3）広報委員会各社の広報業務に役立つ行事の開催等

⑵　活動概要

₁）メディアへの積極的な対応
①　記者会見・発表（貿易記者会）
・　会長定例記者会見（計5回）
・　会長人事内定記者会見（3月）
・　第13回日本貿易会賞懸賞論文募集（6月）
②　会長発言の積極的な発信にあたって協力
・　2017.07.06「日EU…EPAの大枠合意に関する小林会長コメント」
・　2017.08.03「第3次安倍内閣第3次改造内閣への期待に関する小林会長コメント」
・　2017.11.01「第4次安倍内閣への期待に関する小林会長コメント」
・　2017.11.11「TPP大筋合意実現に関する小林会長コメント」
・　2018.03.09「TPP11協定署名と米国の輸入制限に関する小林会長コメント」
・　2018.03.23「米国の通商法301条発動に関する小林会長のコメント」
③　広告掲載
・　…日本経済新聞（6月）：商社連合特集に「日本経済の発展、アジアの成長と共に歩む商社業界　〜

日本貿易会70周年の歴史とこれから〜」掲載
・　…日経産業新聞（9月）：商社特集に「『内なるグローバル化』の推進　21世紀の日本の新たな開国と

商社業界の役割を掲載
・　日本経済新聞（11月）：商社シンポジウム採録広告を掲載
・　…世界経済評論（各号）：「商社の業界団体「日本貿易会」が手掛けるグローバルな社会貢献活動」

を表題として、ABICを紹介する記事広告を掲載
④　記事掲載
・　週刊東洋経済特別号（5月）「本当に強い大学」に小林会長インタビュー記事
・　…プレジデント（6月）「弘兼憲史の「日本のキーマン」解剖インタビュー」で小林会長が対談ゲス

トとして登場
・　経団連タイムズ（6月）懸賞論文募集告知記事
・　Japan…Times（7月）「News…and…Notes」に懸賞論文募集告知記事
・　週刊エコノミスト（12月）世界経済特集の有識者アンケートに小林会長コメント
・　週刊エコノミスト（18年2月）貿易動向調査委員会・山本委員長（双日）寄稿
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₂）広報活動の充実
①　日本貿易会HP充実化への支援・協力
・　…月報・ホームページ（HP）タスクフォースを中心に、日本貿易会ホームページと、子ども向けに

商社イメージの向上、良き理解者の育成を目的に設置しているキッズサイトの充実等にあたって
の支援・協力を実施。

・　コンテンツ・機能の拡充
　　　月報オンライン拡充、記事のHTML化・スマホ対応化によりアクセスが1.5倍化
　　　…日EU…EPA及びTPPの早期発効に向けた要望書提出等の提言・要望活動、「商社安全保障貿易

管理行動基準」策定に関する周知、特別研究会書籍「『内なるグローバル化』による新成長戦
略」発刊、日本貿易会「70年のあゆみ」発刊に関するキービジュアル・画像を掲載。

・　その他
　　　…各社の事業及び事業投資活動を紹介する「広報委員会18社のニュースリリース情報」の更新（毎

月）
　　　キッズサイト「キッズNEWS」のリニューアル（7月）及び統計データ更新（12月）
②　日本貿易会月報充実化への支援・協力
・　…月報・HPタスクフォースを中心に、毎号月報の企画及び各コンテンツ内容、デザイン等について

支援・協力。月報は2017.04よりフルカラー化し、年10回発行（従前11回）
③　第13回日本貿易会賞懸賞論文実施への支援・協力
・　懸賞論文・海外広報タスクフォースで企画案、テーマ案、審査方法等について協議
・　…各社内イントラ等における募集活動に協力（募集要項チラシ　和文5,500枚、英文1,000枚）受付総

数　266件（日本30件、海外236件）
・　第13回日本貿易会賞懸賞論文表彰式開催（於：ホテルニューオータニ　アッザレーアの間）
・　新聞・経済誌・電子媒体への記事広告
　　月刊VOICE（7月）（懸賞論文募集広告）
　　Japan…Times…Onlineバナー広告…（7 〜 8月）…（懸賞論文募集広告）
　　日本政策学生会議への協賛を通じた懸賞論文募集告知（電子メール）
　　日経カレッジカフェ参加者への懸賞論文募集告知（電子メール）
　　商社シンポジウム参加者への懸賞論文募集告知（東洋経済のメーリングリスト）
　　日本経済新聞（18年1月）（懸賞論文審査結果広告）
　　月刊VOICE（18年2月）（懸賞論文審査結果広告）
④　2017年度商社シンポジウム開催への支援協力
・　商社シンポジウムタスクフォースで検討し、実施
・　参加者募集広告の出稿
　　日本経済新聞（9月）
　　週刊東洋経済・東洋経済オンライン（9・10月）
⑤　経済広報センター（KKC）の活用
・　KKC「経済広報」誌（7月）に無償記事広告を掲載（懸賞論文募集広告）
・　2017年度教員の民間研修事業に協力

⑶　会合等の状況

広報委員会
2017.11.10　第48回委員会
　　　　　　・　…2017年度上半期の広報委員会事業実施状況、第5回商社シンポジウム（70周年記念

シンポジウム）の開催結果ならびに第13回日本貿易会賞懸賞論文募集について、そ
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れぞれ報告・了承
　　　　　　・　…懸賞論文事業の18年度以降の見直しについて意見を求めた結果、2017年度をもって、

同事業を一旦終了とする意見が大勢を占め、運営委員会、常任理事会、会長のご判
断を仰ぐ必要があるとして、正副委員長預かりとすることで了承

2018.03.27　第49回委員会
　　　　　　・　前回委員会で正副委員長預かりとした懸賞論文事業については、休止方針を確認
　　　　　　・　…商社行動基準の改定に伴う広報戦略、インターナルコミュニケーション（対内広報）

について意見交換
　　　　　　・　…2017年度事業報告（案）・2018年度事業計画（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任

懸賞論文・海外広報タスクフォース
2017.04.26　第26回ＴＦ
　　　　　　・　…第13回日本貿易会賞懸賞論文募集企画案・広告計画案、2018年度以降の懸賞論文事

業の在り方について討議
2017.05.22　第27回ＴＦ
　　　　　　・　…2018年度以降の懸賞論文事業の在り方について、運営委員会アンケート結果、懸賞

論文事業の継続／停止に関して討議
2017.08.04　第28回ＴＦ
　　　　　　・　2018年度以降の懸賞論文事業の修正・改良案に関するオプションの討議
2017.09.25　第29回ＴＦ
　　　　　　・　…2017年度懸賞論文募集結果の報告、2018年度事業概要の策定について討議。その後、

タスクフォース検討案を正副委員長へ報告

月報・HPタスクフォース
2017.08.17　第39回ＴＦ
　　　　　　・　…月報リニューアル、新春特集における年頭所感、「おしごと年鑑」協賛について討議、

了承
2017.12.11　第40回ＴＦ
　　　　　　・　…2018年度特集企画案、広告掲載、月報オンライン化の進捗、キッズサイトを含む

HP改修の方針について討議、了承

商社シンポジウムタスクフォース
2017.04.14　2017年度第1回ＴＦ及び2017.06.06　2017年度第2回ＴＦ
　　　　　　・　…商社シンポジウム企画案について検討。シンポジウムプログラム案及び登壇者の人

選方法、告知方法について検討し、了承
2017.12.11　第3回ＴＦ
　　　　　　・　…2017年度シンポジウム開催のアンケート結果について報告。2017年度シンポジウム

を踏まえ、2018年度の開催について討議
2018.03.07　第4回ＴＦ
　　　　　　・　2018年度シンポジウム開催テーマについて討議

広報委員会セミナー
2017.07.18　第41回セミナー
　　　　　　・　講演：「日経ビジネスの取材体制と編集方針」
　　　　　　　　講師：日経ビジネス編集長　東　昌樹氏
2017.11.21　第42回セミナー
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　　　　　　・　講演：「ソーシャルニュースメディアとしての『News…Picks』の特徴」
　　　　　　　　講師：ニューズピックス編集長　佐々木紀彦氏

産業施設見学会
2017.09.29　東京電力（株）福島第一原子力発電所見学

合同見学会

懇親会
2017.07.13　納涼会（於：日本外国特派員協会メイン・ダイニング・ルーム）
　　　　　　・　幹事：豊田通商（株）、参加者：85名/10社・81名､ 他4名
2017.12.06　忘年会（於：浜松町東京會館オリオンホール）
　　　　　　・　参加者：79名/10社・73名、他6名

₃．法務委員会

【委 員 長】　近藤祐子…豊田通商（株）…法務部部長
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）…企業活動に関連する国内外の法律問題及び法令の動向について、情報収集、意見交換を行いその
共有化を図る。

2）貿易業界に係わる法律問題について必要に応じ提言・要望を行う。

⑵　活動概要

₁）法律問題及び法令の動向に関する情報収集
・　…当委員会では、2010年より経済産業省との意見交換、法務省公表「民法（債権関係）の改正に関

する中間試案」に対する意見提出などの活動を積極的に行ってきたが、120年ぶりの大改正となる
民法（債権法）の改正法案が国会で可決・成立したことを受け、改正の全体像と実務対応のポイ
ントについて説明を受けた（第52回委員会）。

・　…2018年5月25日施行と間近に迫ったEU一般データ保護規則（GDPR）の実務対応について説明を
受けた（第54回委員会）。

25

Ⅳ．常設委員会



₂）委員会社間の協働による知識・対策の向上
・　…「役員トレーニングの現状」、「内部通報制度の現状」、「多様な働き方への取組みと課題」、「LINE

の活用」の各社状況について意見交換（第52回委員会）
・　…「グループ（子会社）内部通報制度における仕組みと運用及び課題」、「贈賄防止における各社取組

み」、「カルテル防止の各社取組み」をテーマにグループディスカッション（第53回委員会）
・　EU一般データ保護規則（GDPR）対応の各社状況について意見交換（第54回委員会）

₃）企業倫理向上への取組み
・　…会員企業を対象に、法務委員会主催「2017年度企業倫理実務者研修会」を開催した（2017.10.03）。

講師に、日本ハム（株）…常勤監査役…西原耕一氏を迎え、2002年の牛肉偽装事件から学んだ活きた
リスク管理体制と危機対応のポイントについて講演を受けた（参加者：90名）。

⑶　会合等の状況
2017.07.28　第52回委員会
　　　　　　・　講演：「債権法改正が実務に与える影響」
　　　　　　　　講師：森・濱田松本法律事務所…パートナー弁護士…青山大樹氏
　　　　　　・　情報交換
2017.10.03　2017年度企業倫理実務者研修会
　　　　　　・　…講演：「2002年BSE買い上げ事業“コンプライアンスの欠如が招いた悲劇と対応”ニッ

ポンハムグループのコンプライアンスの取組み」
　　　　　　　　講師：日本ハム（株）　常勤監査役…西原耕一氏
2017.11.30　第53回委員会
　　　　　　・　グループディスカッション
2018.03.01　第54回委員会
　　　　　　・　講演：「EU一般データ保護規則対応の実装フロー」
　　　　　　　　講師：…TMI総合法律事務所…パートナー…弁護士…大井哲也氏
　　　　　　・　情報交換
　　　　　　・　…2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任

₄．地球環境委員会

【委 員 長】　頓所明彦…丸紅（株）…広報部CSR・地球環境室長
【参加会員】　21社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、全日空商事、双日、
蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事、森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）低炭素社会の構築
2）循環型社会の構築
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3）環境関連法規制、環境行政の動向への対応
4）環境関連講座への運営協力
5）商社環境月間の実施
6）環境パフォーマンス向上の推進
7）生物多様性への対応
8）商社及び日本貿易会の環境関連の取組みの外部への積極的な発信

⑵　活動概要

₁）低炭素社会実行計画
・　…低炭素社会構築に向けて、地球環境委員会委員会社をはじめとする会員各社の主なオフィスビル

におけるCO2排出量、エネルギー使用量の目標達成状況を評価した結果を経済産業省及び（一社）
日本経済団体連合会（以下：経団連）に提出し、フォローアップを行った。

　　経済産業省フォローアップ
　　2017.09.27　経済産業省へフォローアップ結果を提出
　　2017.12.06　低炭素社会実行計画・進捗点検調査票を提出
　　2018.01.15　…産業構造審議会環境部会地球環境小委員会流通サービスワーキンググループにおけ

る事前質問・確認依頼に対する回答提出
　　2018.01.18　…2016年度産業構造審議会環境部会地球環境小委員会流通・サービスワーキンググ

ループにて流通・サービス業種の自主行動計画の評価・検証を受け、当会の低炭素
社会実行計画を説明（2016年度低炭素社会実行計画フォローアップ結果について）

　　日本経済団体連合会フォローアップ
　　2017.09.11　経団連へフォローアップ結果を提出
　　2017.12.12　…経団連「低炭素社会実行計画…2017年度フォローアップ結果総括編＜2016年度実績＞」

公表

≪日本貿易会 2017年度 低炭素社会実行計画フォローアップ状況≫
①　目標
・　…2020年度の電力使用量原単位（会社全体における床面積当たりの電力使用量；kWh/㎡）を2009

年度比で15.3％削減に努める。　※2015年9月改訂
②　2017年度フォローアップ状況
・　…電力使用原単位の実績値について、2016年度は88.7…kWh/㎡であり、2009年度比で28.9％減（前年

度比5.7％減）であった。2011年度以降の電力使用原単位は、緩やかであるが2016年度まで減少傾
向が続いている。

・　…上記、電力使用量原単位の実績・目標は、日本貿易会の正会員で低炭素社会実行計画に参加する
34社のうち、2009年度以降の継続的なデータ把握が可能な28社ベースの電力使用量及び延べ床面
積から算出した。

・　…長期的な目標としては、2030年には、電力使用原単位（会社全体における床面積当たりの電力使
用量）を2009年度比で19.0％削減するように努めることとする目標を2015年9月に策定した。これ
は、「エネルギー使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」で求められている努力目標（中長期
的に見て年平均1％以上を低減させること）を参考にしており、更に努力を継続することにより達
成可能と考えられる最大限の目標として、年率1％減を目標に掲げたものである。

・　…目標達成のためには、省エネ設備等の導入（LED照明、省エネ型OA機器等）、エネルギー管理の
徹底（空調の温度・時間管理等）、啓発活動の推進（不使用時の消灯励行、環境セミナー等）に取
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組むことが重要であり、参加各社はこれら対策を実行した結果、削減に繋がっている。
・　…目標達成に向けた各社の対策のほか、事業活動、社会への啓発活動等を通じた低炭素社会構築に

向けた取組みや、大学における環境講座開催（2016年度）、会員向け環境関連セミナー開催など日
本貿易会の啓発活動等についてもアピールした。

・　…本会の目標は、事業の拡大や縮小（社員数増減）による床面積の増減が電力使用量を変動させる
ことも考えられることから、削減の対象を「総量」ではなく、「延べ床面積当たりの電力使用量」
として、一層の省エネ努力を継続することを目標としているが、総量としての電力使用量も年々
減少している。2015年9月に目標を設定した際は、事業拡大等に伴って電力消費の拡大も予想され
ることから現状よりも少し高めの目標設定となったが、2015年度、2016年度は目標を達成した形
になったことから、2018年度フォローアップ調査の実施に向けて、2020年度、2030年度目標の再
設定について検討が必要となっている旨を記載

・　…その他、改正省エネ法に関する政府、地方公共団体への要望等を併せて記載

₂）循環型社会形成自主行動計画
・　…循環型社会構築に向けて、1998年度以来、地球環境委員会委員会社をはじめとする会員各社は、

主なオフィスビルにおける事業系一般廃棄物の最終処分量、再資源化率について目標を設定し、
最終処分量の削減と再資源化率の向上に取り組んできた。

・　…2015年度目標（2011年12月策定）の達成状況については、以下の通り、経団連のフォローアップ
を受けたが、同目標はすでに達成した状態となったことから、2020年度を新たに設定し提出した。

　　日本経済団体連合会フォローアップ
　　2017.12.20　経団連へフォローアップ結果を提出
　　2018.02.07　…経団連循環型社会形成自主行動計画2017年度フォローアップ調査結果（案）打合せ

会に出席
　　2018.02.15　…経団連産業廃棄物・リサイクル部会における2017年度循環型社会形成自主行動計画

フォローアップ結果の審議に出席

≪日本貿易会2017年度　循環型社会形成自主行動計画フォローアップ状況≫
①　目標
　　2020年度目標：
　　…2020年度の事業系一般廃棄物の処分量を、2000年度比80％削減。2020年度の事業系一般廃棄物の

再資源化率（再資源化量／発生量）を86％以上とする。
　　…（上記実績・目標は法人正会員42社のうち、2000年度以降の継続的なデータ把握が可能な16社ベー

ス）
②　2017年度フォローアップ状況
・　…設備の更新時を中心とする3Rに資する設備等の導入、管理体制整備、啓蒙活動推進等により、

目標達成に努めている。
　　2015年度実績：…処分量…0.7千トン、再資源化量…3.9千トン、再資源化率85％
　　2016年度実績：…処分量…0.6千トン、再資源化量…3.6千トン、再資源化率85％
　　2020年度見通：…処分量…0.6千トン、再資源化量…3.7千トン、再資源化率86％

₃）環境関連法規制、環境行政の動向への対応
①　環境管理システム規格整備への協力
・　…（一財）日本規格協会…環境管理システム小委員会に対し、丸紅（株）広報部　CSR・地球環境室
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室長補佐 倭 弘氏を委員として派遣、NP…14009（環境マネジメントシステム－物質循環向上のた
めに製品及び部品に再設計を組み込むための指針）への対応、14001解釈案件（スウェーデン）対
応等について協力

②　法制度整備への要望
・　…低炭素社会実行計画及び環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕フォローアップに際し、法人正

会員各社より寄せられた要望事項について、以下の通り対応
　　2017.09.11　…2017年度低炭素社会実行計画において、改正省エネ法整備、官公庁バックアップ体

制構築等3項目の要望を記載
　　2017.12.20　…2017年度循環型社会形成自主行動計画において、廃棄物処理の規制緩和、容器包装

リサイクル法におけるインセンティブ等について4項目の要望を記載

₄）環境関連講座への運営協力
・　…事務局より大学側に2017年度の学事日程の決定状況を問い合わせた結果、環境関連講座の開催に

ついて特段の強い意向はなく、第82回委員会（2017.03.24）の決定に従い、当面休止することとなっ
た。

₅）商社環境月間の実施
・　…「2017年度商社環境月間」（6月）において、会員各社の環境問題への意識啓発のため法人正会員対

象の環境セミナーを開催

₆）環境パフォーマンス向上の推進
・　…委員各社の環境担当者の環境教育に資することを目的として、環境見学会（後述）を開催

₇）生物多様性への対応
・　…経団連…生物多様性民間参画パートナーシップ第7回会合（2017.02.19開催）の活動事例集に会員商

社の例が記載されている旨事務局より説明
・　…経済産業省より特定外来生物（ヒアリ）の日本への侵入防止について周知依頼（2017.07.20）があ

り、地球環境委員会委員、法人正会員地球環境窓口に協力依頼（2017.08.02）

₈）商社及び日本貿易会の環境関連の取組みの外部への積極的な発信
・　…環境関連の商社活動、日本貿易会・地球環境委員会活動の報告・解説等を日本貿易会月報に掲載（併

せて日本貿易会ホームページ「社会貢献と地球環境」サイトにも掲載）
　　2017年06月号… 「2016年度…商社の環境保全活動」
　　2017年07・08月号…「2017年度商社環境月間」（環境セミナー講演要旨）
　　2018年03月号… …「日本貿易会2017年度低炭素社会実行計画、環境自主行動計画（循環型社会形

成編）－低炭素社会及び循環型社会構築に向けた取組み」（解説）

⑶　会合等の状況

2017.06.26　2017年度商社環境月間環境セミナー
　　　　　　・　講演：「我が国のSDGsに対する取組み及び国際的な動き」
　　　　　　　　講師：外務省　地球規模課題審議官〔大使〕　相星孝一氏
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　　　　　　・　参加者：34名/法人正会員19社
2017.07.07　第83回委員会
　　　　　　・　低炭素社会実行計画2017年度フォローアップ調査について
　　　　　　・　環境自主行動計画（循環型社会形成編）2017年度フォローアップ調査について
2017.09.04　第84回地球環境委員会
　　　　　　・　低炭素社会実行計画2017年度フォローアップ調査について
2017.09.28〜29　環境見学会
　　　　　　・　…1日目　福島県環境創造センター、福島県沖浮体式洋上風力発電実証実験施設視察

（委員会単独）

福島県環境創造センター見学
　　　　　　・　2日目　福島第一原子力発電所の現状視察（広報委員会と合同）
2017.12.14　第85回地球環境委員会
　　　　　　・　2017年度環境自主行動計画（循環型社会形成編）…について審議
　　　　　　・　報告・情報共有
　　　　　　　　2017年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査、回答提出について
　　　　　　　　経団連・低炭素社会実行計画ワーキンググループについて
　　　　　　　　日本貿易会における商社行動基準の見直しについて
2018.03.09　第86回委員会
　　　　　　・　…2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任
　　　　　　・　低炭素社会実行計画2020年度、2030年度目標改定案について審議
　　　　　　・　産構審流通・サービスワーキンググループ出席報告
　　　　　　・　商社行動基準改定（案）について

₅．財務委員会

【委 員 長】　伊藤雅英　伊藤忠商事（株）……財務部長
【参加会員】　20社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、
三井物産、三菱商事、ユアサ商事

（1）活動方針

1）国内外の景気・金融環境動向
2）米国金融規制の動向
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3）政策金融機関の動向
4）グローバルキャッシュマネジメント
5）フィンテック関連の具体的動き
6）その他財務分野に共通する課題（外為法関連・格付機関対応等）

⑵　活動概要

₁）国内外の景気・金融環境動向（第62回委員会）

₂）政策金融機関の動向（第64回委員会）

₃）フィンテック関連の具体的動き（第63回委員会）

₄）その他財務分野に共通する課題
①　RPAの動向（第65回委員会）
②　JBIC/NEXI「原子力関連プロジェクトにかかる情報公開指針（仮称）」への対応について
・　…2017.11〜12にかけて、JBICならびにNEXIは「原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮確認の

ための指針（案）」をパブリックコメントに付した。当該指針（案）は、2015.12から行われてき
たコンサルテーション会合での議論を踏まえ、公表されたものであり、財務委員会では、同指針
（案）に対するコメント（案）を作成し、書面審議を経て、貿易保険委員会との連名で意見提出を
行った。

・　…なお、JBICならびにNEXIは、上記のプロセスを経て、2017.12に「原子力プロジェクトにかかる
情報公開配慮確認のための指針」を制定・公表した。

③　外為法に基づく報告制度への対応（外為ワーキンググループ（以下：外為ＷＧ）の活動）
・　…2016.12に財務省・日本銀行に対して、内部留保等に関する報告書に関する見直し事項をまとめた

意見書「内部留保等に関する報告書に関する件」を提出、2017.01に回答があり、「内部留保報告
書作成に関する実務状況について日本銀行及び財務省と定期的に意見交換を開催すること」につ
いて合意した。

・　…2017年度外為ＷＧは、第1回目の意見交換会の開催に向けてアンケートや財務省及び日本銀行との
打合せを行う等の準備を進め、2017.11に意見交換会を開催し、併せて日銀事後報告全般に対する
外為ＷＧの要望を伝えた。

・　…上記意見交換会を受けて、2018.02に日本銀行及び財務省から「IFRS基準での勘定科目に沿った算
出方法について記入の手引きやFAQに例示」について、記入の手引きや、FAQの内容に関する
回答を受領した。また「内部留保（当期中）」から控除する支払配当金の配当原資について帰属年
度を問わない方向で、記入の手引を改訂準備している旨の説明があり、一部改善要望が実現した。

⑶　会合等の状況

財務委員会
2017.06.09　第62回委員会
　　　　　　・　講演：「転換点の世界経済の中の日本」
　　　　　　　　講師：ソシエテ・ジェネラル証券（株）…調査部…チーフエコノミスト…会田卓司氏
　　　　　　・　財務委員会　2017年度事業計画の件
　　　　　　・　…JBIC/NEXI「原子力関連プロジェクトにかかる情報公開指針（仮称）」への対応に

ついて
2017.10.20　第63回委員会
　　　　　　・　講演：「ブロックチェーンの概要とその将来について」

31

Ⅳ．常設委員会



　　　　　　　　講師：日本アイ・ビー・エム（株）
　　　　　　　　　　　インダストリー・ソリューションズ事業開発
　　　　　　　　　　　ブロックチェーン・ソリューションズ　担当部長…水上　賢氏
　　　　　　　　　　　グローバルビジネス・サービス事業…戦略コンサルティング・サービス
　　　　　　　　　　　シニアマネージングコンサルタント　岡村健一氏
　　　　　　・　…JBIC/NEXI「原子力関連プロジェクトにかかる情報公開指針（仮称）」への対応に

ついて
2017.12.14　第64回委員会
　　　　　　・　講演：「最近の国際協力銀行（JBIC）の取組み」
　　　　　　　　講師：（株）国際協力銀行…企画部門…業務企画室…執行役員…業務企画室長…谷本正行氏
　　　　　　　　　　　（株）国際協力銀行…企画部門…業務企画室…企画課…調査役　　　　…中尾恒二郎氏
　　　　　　・　…国際協力銀行（JBIC）ならびに日本貿易保険（NEXI）パブリックコメント「原子

力プロジェクトにかかる情報公開配慮確認のための指針（案）」に対する意見提出
の件

2018.03.09　第65回委員会
　　　　　　・　講演：「RPA全般とともに財務業務等に関連したRPAの使用事例について」
　　　　　　　　講師：RPAテクノロジーズ（株）　最高顧客責任者…藤田　守氏
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）、2018年度正副委員長の選任

外為ワーキンググループ
2017.11.02　2017年度第1回会合
　　　　　　・　今年度の外為ＷＧ活動について
　　　　　　・　アンケート集計結果について
　　　　　　・　日本銀行との意見交換会の進め方について
2017.11.22　財務省・日本銀行・日本貿易会…外為報告制度に関する意見交換会
　　　　　　・　外為報告に関する報告者・統計作成者実務について
　　　　　　・　統計改革・国際収支統計（内部留保報告書に関する実務）について
　　　　　　・　外為法の報告制度（全般）について
　　　　　　・　今後の動向について
2018.03.08　2017年度第2回会合
　　　　　　・　講演：「なりすまし送金の最新事例について」
　　　　　　　　講師：（一社）金融ISAC…専務理事　鎌田敬介氏
　　　　　　・　内部留保（当期中）の算出方法に関する日本銀行回答について
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度正副幹事の選任

₆．経理委員会

【委 員 長】　川上昌範　双日（株）…理事…主計部長
【参加会員】　21社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神栄、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、
三井物産、三菱商事、ユアサ商事
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⑴　活動方針（2017年1月～12月）

会計コミッティ
1）国際会計基準への対応
2）本邦会計基準への対応
3）その他情報交換
税務コミッティ
1）平成30年度税制改正要望事項の策定
2）BEPS…Project・本邦国際税制に関する商社業界としての対応
3）新興国における課税事案（移転価格・PE等）への対応
4）本邦CFC税制への対応
5）その他情報交換

⑵　活動概要

会計コミッティ活動概要
₁）国際会計基準への対応
①　国際会計基準審議会への意見提出
・　…国際会計基準（以下「IFRS」）に関し、国際会計基準審議会（以下「IASB」）より公表された公

開草案等に対し、会計コミッティとしての意見案を作成、経理委員会に諮った上で、意見を提出
IFRS® 基準の年次改善 2015－2017 年サイクルに関する公開草案（2017.03.21）
・　…法人所得税、借入コストの修正案には同意する一方で、長期持分に関するIFRS第9号「金融商品」

の適用に関しては対象ではなく、IAS第28号のみの適用対象とすべきであることを総論として、
各質問事項に対する意見を取りまとめ、IASBに提出

IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」アジェンダ決定案に関する意見募集（2017.05.22）
・　…IFRS第1号D16（a）項の規定は、初度適用企業の実務負担を軽減するために設けられた規定であり、

IFRS-ICの議論に基づけば、換算差額累計額を親会社と子会社で二重管理することになり、今後、
親会社より後に子会社がIFRSを初度適用するケースは十分想定され、連結経営管理及び実務負担
の観点からIFRS第1号の修正、当該規定の明確化を検討すべきであることを総論として意見を取
りまとめ、IFRS-ICに提出

IFRS第8号「事業セグメント」の改善（IFRS第8号及びIAS第34号の修正案）（2017.06.26）
・　…本公開草案で提案されている一部の内容に関しては要求事項が不明瞭であり、また、財務諸表作

成者の負担増加が懸念されることから、規定の見直しを含め、再検討するべきであることを総論
として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、IASBに提出

適用後レビュー ― IFRS第13号「公正価値測定」に関する情報要請（2017.09.12）
・　各質問事項に対する意見を取りまとめ、IASBに提出した。

討議資料「開示に関する取組み ― 開示原則」に関する意見募集（2017.09.27）
・　…EBIT等の小計に係る論点等、基本財務諸表プロジェクトと密接に関連する論点も含まれているこ

とから、両プロジェクトを関連付けながら整合的に検討していく必要があることを総論として、
各質問事項に対する意見を取りまとめ、IASBに提出

有形固定資産―意図した使用の前の収入（IAS第16号の修正案）に関する公開草案（2017.09.27）
・　…試運転期間の販売活動に関する企業の意図は、業種や商品、その期間の長短によっても様々であ
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り、本公開草案は企業の業績及び事業管理に及ぼす影響を考慮、検討する必要があることを総論
として、各質問事項に対する意見を取りまとめ、IASBに提出

※対応要否検討の結果、意見提出を行わなかった案件
・　…IASB公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素…IFRS第9号の修正案」（2017.04.21公表、5月度コミッ

ティで検討）
・　…IASB公開草案「『重要性がある』の定義（IAS第1号及びIAS第8号の修正案）」（2017.09.14公表、

11月度コミッティで検討）
・　…IASB…公開草案「会計方針及び会計上の見積もり（IAS第8号の修正案）」（2017.09.12公表、11月度

コミッティで検討）
②　国際会計基準に関する情報交換
単体財務諸表ならびに本邦非上場企業へのIFRS任意適用の可能性について
・　…2016.11、三菱商事（議案提案会社）、住友商事（2016年度幹事会社）及び貿易会事務局で、（一社）

日本経済団体連合会（以下：経団連）経済基盤本部を訪問し意見交換を行った後、三菱商事が経
団連企業会計部会の主要3社を訪問。その際の意見交換の内容について、2017.03に報告

・　…［検討内容］　関係会社の法定決算からIFRSを適用し、連結グループ全体での経営管理指標を一本
化することは、経営管理の効率化を図ることができるといったメリットがある。しかし、国内の
関係会社については、多くが非上場且つ単体決算のみの企業であるため法的にIFRSを適用できな
い。これらの状況を踏まえ、本邦においても単体財務諸表ならびに非上場企業においてIFRSを任
意適用可能とするよう提言活動を行うため検討

IFRS新基準への対応について
・　IFRS新基準対応ワーキンググループの設置
　　…2018年1月以降に開始する事業年度より強制適用となるIFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「収

益認識」、及び2019年1月以降に開始する事業年度より強制適用となるIFRS第16号「リース」は、
重要な会計基準であり、前者の基準は2017年度中に適用のための準備完了が必要である。本件に
関しては会計コミッティの検討課題にも掲げており、メンバー各社からも情報交換等の要望が
あった。本適用に際しては、実務対応に多大な労力が必要となることが予想され、また業界固有
の処理や開示については、一定程度の統一的な対応が必要と考えられることから、円滑な適用を
目指すために、より実務的な情報交換を目的として、会計コミッティ内に「IFRS新基準対応ワー
キンググループ」（以下：IFRS新基準対応ＷＧ）を設置することとした。

IFRS新基準対応ＷＧ活動概要
・　…5月度会計コミッティで新基準適用に向けた各社の準備スケジュールについて情報交換を行った

後、それを踏まえてＷＧ会合の開催時期を決定した。なお基準の内容が異なることから基準毎に
ＷＧを開催（6月：IFRS第15号、IFRS第9号、11月：IFRS第16号）、事前にアンケートを実施のう
え、情報交換の希望があった事項についてＷＧで意見交換

・　…また、IFRS第9号及びIFRS第15号については、11月にメールベースで質問票のアップデートを行
い、その結果をＷＧメンバーに共有

①　情報交換した内容
IFRS第9号「金融商品」
現在金融商品に適用している基準、IFRS第9号（完全版）の早期適用の予定、経過措置の選択、信用
リスクの判定、予想信用損失の測定、「著しい信用リスクの悪化」の判断根拠、日本基準との関連付け、
関係会社における予想信用損失の測定、事前調査の対象、簡便法の選択、信用リスクの著しい増大及
び債務不履行の判定、損失評価引当金の対象金融商品の開示、信用リスク・エクスポージャーの開示、
信用リスクに対する最大エクスポージャーの開示、ビジネスモデルテストによる負債性金融商品の分類、
優先株等の分類、負債性金融商品のFVOCI区分、期日遅延情報の開示
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IFRS第15号「収益認識」
早期適用の予定、経過措置の選択、会計処理への影響、一定の期間にわたり充足される履行義務（工
事進行基準）の適用範囲、契約コスト、収益の表示（本人か代理人かの検討、グロス/ネット集計に
係る内部取引消去）、子会社からの収益データの取り方、表示（包括利益計算書、連結財政状態計算書、
勘定名称）、開示項目（全般、収益の分解、契約残高、過去の期間に充足した履行義務から認識した
収益、残存履行義務に配分した取引価格、履行義務の充足の時期の決定）、リベート、日本基準の開
発状況に応じた対応

IFRS第16号「リース」
［全般事項］取引の実質に基づくリース会計基準の適用、リース取引の管理、IFRS第16号の早期適用
の予定、IFRS第16号適用に当たっての主な検討課題
［経過措置］リースの定義、遡及適用の方法、修正遡及アプローチ（使用権資産の測定、割引率、1年
内に終了するリース）、資産除去債務に係る資産計上額のBS計上科目、適用時点における減損
［適用上の論点］ポートフォリオ適用、借手の短期リースの免除規定、社宅の扱い、リース期間、借
手の少額リースの免除規定（適用単位、金額基準）、リース取引の範囲、契約に含まれる非リース要素、
使用権資産の測定（当初直接コスト）、リース負債の測定（割引率）、内部取引消去
［表示・開示］使用権資産の表示、リース負債の満期分析、短期リース/少額リースに係る費用の開示、
リース負債の表示、未適用の新たな基準書及び解釈指針の注記
［影響度調査］事前調査の対象、DERへの影響

₂）本邦会計基準への対応
①　企業会計基準委員会への意見提出
　…企業会計基準委員会（以下：ASBJ）より公表された下記公開草案等に対し、コミッティとしての意
見案を作成、経理委員会に諮った上で、意見を提出した。

・　…実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務
上の取扱い（案）」（2017.02.16）

・　企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」（2017.7.21）
・　企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」等（2017.10.19）
※対応要否検討の結果、意見提出を行わなかった案件
・　…修正国際基準公開草案第3号「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計

基準によって構成される会計基準）の改正案」（2016.12.06公表、1月度コミッティで検討）
・　…実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」

（2016.12.22公表、1月度コミッティで検討）
・　…ASBJ公開草案「企業会計基準等に関する適用後レビューの計画策定についての意見の募集」

（2017.01.12公表、2月度コミッティで検討）
・　…実務対応報告第34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引

率に関する当面の取扱い（案）」（2017.1.27公表、2月度コミッティで検討）
・　…実務対応報告第52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関す

る取扱い（案）」（2017.05.10公表、6月度コミッティで検討）
②　税務研究会…週刊「経営財務」への取材協力
・　…企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準（案）」等（2017.07.20公表）に対し、

当会が2016年5月に提出した意見書の内容についてインタビューの依頼があった。幹事会社で対応
し、その内容は週刊「経営財務」…No.3331（2017.10.23発行）p.10-14に記事が掲載された。
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₃）その他決算関連情報交換等
　　2017.02　2016年度第3四半期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　2017.02　2017年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換
　　2017.03　東京証券取引所、決算短信・四半期短信の見直しについて
　　2017.05　2017年3月期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　2017.06　2017年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　2017.07　株主総会における質問事項等に関する情報交換
　　2017.09　2017年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　2017.11　2017年度第2四半期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　2017.12　2017年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換

税務コミッティ活動概要
₁）平成30年度税制改正要望の策定
・　…税務コミッティにて検討、原案の作成を行い、経理委員会（2017.09.13）、常任理事会（2017.09.20）

での承認を得て、政府・与党へ提出するとともに、関係各方面へ送付した。要望は、国際課税制
度を中心に、重点要望26項目、一般要望60項目の合計86項目からなる。重点要望項目は以下の通り。

　　　国際課税制度の見直しに関する重点要望項目
　　　　外国子会社合算税制・外国税額控除制度・移転価格税制・わが国のBEPS対応
　　　連結納税制度の見直し
　　　法人課税における個別項目
　　　　…法人実効税率の引き下げ及び課税ベースの適正化・受取配当金の益金不算入制度・組織再編

税制・事務負担の軽減・制度の簡素化
※国際課税連絡協議会平成30年度税制改正要望の策定
・　…同協議会は、国際課税制度の改善を共同して要望・実現することを目的として、日本貿易会がグ

ローバルなビジネス展開を行う企業を会員に持つ関係業界に呼びかけ、2000.06に設立した。日本
貿易会が幹事団体を務め、平成30年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、19団体の
連名による要望を政府・与党へ提出するとともに、関係各方面に送付

・　CFC税制改正に関し、年間を通じて十数件の経済産業省からの意見照会・アンケートに対応
・　「平成30年度税制改正要望」陳情先
　　2017.10.18　　財務省　　　主税局長　　　　　　　　　　　……　星野次彦氏
　　2017.11.10　　自由民主党　組織運動本部商工・中小企業関係団体委員会
　　　　　　　　　政務調査会　経済産業部会合同「予算・税制等に関する政策懇談会」
　　　　　　　　　衆議院議員・党…商工・中小企業関係団体委員長…　井上貴博氏
　　　　　　　　　衆議院議員・党…組織運動本部長…　　　　　　　　山口泰明氏
　　　　　　　　　衆議院議員・党…団体総局長…　　　　　　　　　　井上…信治氏
　　　　　　　　　衆議院議員・党…経済産業部会長　…　　　　　　　城内　実氏　他十数名
　　2017.11.17　　公明党「経済産業部会」
　　　　　　　　　衆議院議員・党…経済産業部会…部会長　　　　　　富田茂之氏
　　　　　　　　　参議院議員・党…経済産業部会…部会長代理　　　　矢倉克夫氏
　　　　　　　　　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　　……　赤羽一嘉氏
　　　　　　　　　参議院議員　　　　　　　　　　　　　　　　……　河野義博氏
　　　　　　　　　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　　……　高木陽介氏
　　　　　　　　　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　　……　太田昌孝氏
　　2017.11.17　　衆議院議員・自民党　経済産業部会長　……　　　　城内　実氏
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・　…与党「平成30年度…税制改正大綱」（2017.12.14公表）及び通達（2018.01公表）ならびにQ&Aにて
以下の項目が実現

　　　外国子会社合算税制　合算所得及び納税義務者の範囲の適正化（重点要望）
　　　　M&A直後の組織再編に伴うキャピタルゲイン等に係る合算免除や課税繰り延べ措置
　　　　→　平成30年税制改正大綱において改正要望が実現
　　　外国子会社合算税制　明確化要望（重点要望）
　　　　経済活動基準／ペーパーカンパニー／受動的所得（利子）に関する明確化
　　　　→　通達ならびにQ&Aにて明確化が実現
　　　申告手続等の整備について（一般要望）
　　　　連納申告にて親法人が電子申告する場合の、子法人の個別帰属額提出義務の緩和
　　　　→　大綱にて要望が実現
　　　連結納税制度の見直し及びグループ法人税制の見直し（一般要望）
　　　　連納グループにおける、親法人・子法人のダブルワークとなる届け出義務の緩和
　　　　→　大綱にて要望が実現

₂）BEPS�Project・本邦国際税制に関する商社業界としての対応
・　…国際税務ワーキンググループ（以下：国際税務ＷＧ）を組成し、①OECD…BEPS行動計画のディ

スカッションドラフトに対する意見提出、②OECDコンサルテーション会合への参加・意見表明、
③ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との意見交換会の実施、④BEPS最終報告書を踏ま
えた本邦及び各国税制に関する意見交換・対応の検討を行った。

①　OECD…BEPS行動計画ディスカッションドラフトに対する意見提出
・　…国際税務ＷＧにて意見書を作成し、税務コミッティ、経理委員会での審議・承認を経てOECDに

提出した。
　　2017.02.21　…移転価格分析における比較対象データ評価の困難に対応したツールキットに関する

公開討議草案
　　2017.06.29　…BEPS行動8（評価困難な無形資産（所得相応性基準）に関する実施ガイダンス）に

関する公開討議草案
　　2017.09.15　BEPS行動7（PE…帰属利得に関する追加ガイダンス）に関する公開討議草案
　　2017.09.15　BEPS行動10（利益分割に関する改訂ガイダンス）に関する公開討議草案
②　OECD会合への参加
・　…OECD税務長官会議（FTA：Forum…on…Tax…Administration）…の分科会である大規模法人国際プ

ログラムが主催するワークショップが02.09〜10に開催。国別報告書（CbCR：Country…by…
Country…Report）の適切な利用、効率的な施行を確保するための各種方策を協議するにあたり経
団連から当会に参加要請があり、経団連及び当会の代表として川名健介税務コミッティ幹事が参
加。経済産業諮問委員会（BIAC：Business…and…Industry…Advisory…Committee…to…the…OECD）の
プレゼンテーションのパートで、意見表明を行った。

・　…BEPS行動7及び行動10の公開草案に対して意見を提出したところ、これらについてOECDの公聴
会が開催された（2017.11.06〜07）。当会は行動7にて発表する機会が与えられたため代表で佐藤…
完ＷＧ副座長、李…承鎬ＷＧ委員が意見表明

③　ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との意見交換会の実施
・　…BIACとの関係を維持・発展させるため、ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長が来日中に

意見交換会を開催した（2017.10.04）。モリス委員長より、ポストBEPSにおける各国の法制化の執
行状況をモニタリングする仕組み、CbCR…Peer…reviewの実施状況やBEPS行動7に関する追加ガイ
ダンス等について意見交換を行った。また、モリス委員長とは当会とBIACとの今後の連携維持・
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発展させていくことについて確認
④　BEPS最終報告書を踏まえた本邦及び各国税制に関する意見交換及び対応
・　…BEPS行動13（移転価格文書化の再検討）に関して、特にインドネシアの新移転価格文書化対応、

海外各国におけるCbCR提出方法及びNotification対応について意見交換を行った。また、CbCR情
報交換連絡網を作り、登録メンバー間で随時情報交換

・　…2017.06.07、日本を含む67の国・地域がOECDで署名した税源浸食及び利益移転を防止するための
租税条約関連措置実施を目的とした多数国間条約（MLI）における12条（コミッショネアによる
代理人PEの定義拡大）を日本政府は採用しており、今後商社ビジネスにおける海外でのPEリス
クが高まることが懸念されるため、MLIを主管する財務省に対して経産省を通じて、意見表明を
行うことを検討

₃）新興国における課税事案（移転価格・PE等）への対応
・　国際税務ＷＧにおいて、新興国の課税事案対応について意見交換
①　インド・インドネシアの課税問題に関する情報交換
・　…新興国のうち、インド（移転価格課税問題、PE課税問題）、インドネシア（移転価格課税問題、

VAT問題）に重点を置いて情報交換を行った（3・5・7・9・11月）。また、これらの国については、
定期的に経済産業省に情報共有

②　インドにおける移転価格課税問題への対応
・　…2017.07に予定されているインド政府との政府間協議の場において日印間の移転価格問題について

議題に挙げるため、経済産業省から商社の移転価格課税問題に関する情報提供の依頼があり、Ｗ
Ｇで対応を行った。また、移転価格問題に加え、PE問題も顕在化してきているため、合わせて頭
出しを行い、今後の問題解決に向けた協力依頼を行った。

₄）本邦CFC税制への対応
・　…平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制（以下：CFC税制）は、BEPS最終報告書の

基本的な考え方を踏まえ、外国子会社を通じた租税回避リスクを現行の「会社の外形」によって
判断するアプローチから、「所得と事業の内容」に応じて把握するアプローチに改められることと
なった。これを受けて、税務コミッティでは、本改正による実務への影響を鑑み、2017年検討課
題の一つとして取り上げることとした。

・　…2016年は、税務コミッティにおいて税制改正要望の策定を行っていたが、CFC税制に関する要望
については、平成29年度税制改正の内容を踏まえた要望を作成する必要があり、かつ改正内容（政
省令、通達）を細かく精査する必要があることから実務担当者レベルで検討を行うことで、より
明確かつ包括的な要望内容を策定するべく「CFC税制ワーキンググループ（以下：CFC税制ＷＧ）」
を組成することとした。

　　※ＷＧの設立は第180回経理委員会（2017.02.15）で承認
①　平成29年度税制改正のフォローアップ及び平成30年度税制改正要望の策定
・　…平成29年度改正（CFC税制）が閣議決定（2017.02.03）されたことを受け、第1回CFC税制ＷＧ

（2017.02.08）に経済産業省貿易経済協力局貿易振興課（現：投資促進課）課長補佐…田頭壮一氏を
招致し、「タックスヘイブン対策税制の見直し（案）について」の説明を受け、論点整理

・　…その後、平成30年度税制改正要望を策定するためCFC税制に関する新規要望・継続要望・明確化
要望のアンケートを実施し、適宜CFC税制ＷＧを開催して各要望項目について意見交換を行った。
また、経団連経済基盤本部、経産省投資促進課を適宜訪問し、その意見交換の内容を踏まえて要
望案を固め、常任理事会の機関決定を経て、2017.09.22に政府・与党・関係機関に要望書を提出
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・　…改正要望における明確化要望について
　　…前述の通り、平成29年度税制改正は実務面においても大幅な変更を伴うものであり、実務面を考

える上では不明瞭な点が多く、納税者側と執行者側の双方において実務上混乱をきたす懸念があ
ることから、平成30年度税制改正要望は、改正要望に加えて改正内容の明確化についても改正要
望に含めることとした（明確化要望については、政省令、通達及びQ&Aで明確化を図るべく、税
制改正要望の策定と並行して要望活動を行った（詳細は②に記載）。

②　通達及びQ&Aを通じた明確化要望対応
・　…平成29年度税制改正内容の明確化については、経産省投資促進課を政府窓口とし、主に以下の点

について国税庁（及び財務省）に対して通達やQ&Aによる早期明確化の要望を行った。明確化要
望として重点的に要望した内容は以下の通り

　　　実体基準における主たる事業に必要と認められる固定施設の判断に関する明確化
　　　�グループファイナンス、航空機の貸付等で想定される通常必要と認められる業務の範囲の明

確化
　　　デリバティブ取引における「おおむね全て」の判断に関する明確化
・　…2017.09.08にCFC税制通達明確化（ペーパーカンパニーと中間持株会社との線引きについて）に関

する4者（産業界、財務省、国税庁、経産省）協議が開催され、産業界として経団連とともに参加
し意見交換

・　これら要望内容を踏まえ、国税庁からは年明けに通達及びQ&Aが公表

₅）その他商社納税に関する資料について
・　…商社の活動が一般に理解されにくい現状にあることに鑑み、経済産業省からの依頼により「商社

の事業活動と（納税を含む）日本経済への貢献について」を取りまとめ、2016年に同省に提供し
ている。本年も同資料のデータ更新を行い、第180回経理委員会（2017.02.15）への報告後、経済
産業省に「商社の事業活動と日本経済への貢献について」を提出

⑶　会合等の状況

経理委員会
2017.01.18　第179回委員会
　　　　　　・　経理委員会2017年検討課題について審議
　　　　　　・　1月度会計コミッティ及び1月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　経理委員会2016年会計報告、経理委員会2017年会費について審議
2017.02.15　第180回委員会
　　　　　　・　2月度会計コミッティ及び2月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…ASBJ公開草案「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務

上の取扱い（案）」へのコメントについて審議
　　　　　　・　2017年3月期決算発表時…貿易記者会質問事項について審議
　　　　　　・　講演：「平成29年度税制改正（国際租税関係）と今後の課題」
　　　　　　　　講師：経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課長　　小泉秀親氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同課課長補佐　田頭壮一氏
2017.03.15　第181回委員会
　　　　　　・　3月度会計コミッティ及び3月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…IASB公開草案「Annual…Improvements…to…IFRS®…Standards…2015-2017」のコメン

トについて審議
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　　　　　　・　「IFRS新基準対応ワーキンググループ」（仮称）の設置について審議
2017.05.17　第182回委員会
　　　　　　・　5月度会計コミッティ及び5月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」アジェンダ決定案に関する意見提出に

ついて審議
2017.06.21　第183回委員会
　　　　　　・　6月度会計コミッティ及び6月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…IASB公開草案「IFRS第8号『事業セグメント』の改善（IFRS第8号及びIAS第34号

の修正案）」へのコメントについて審議
2017.07.19　第184回委員会
　　　　　　・　7月度会計コミッティ及び7月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…ASBJ公開草案「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）等」へのコメント

について審議
2017.09.13　第185回委員会
　　　　　　・　9月度会計コミッティ及び9月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…IASBディスカッション・ペーパー「開示に関する取組み…―…開示原則」へのコメ

ントについて審議
　　　　　　・　…IASB公開草案　IAS第16号「有形固定資産：意図された使用の前に発生する利益」

へのコメントについて審議
　　　　　　・　…日本貿易会…平成30年度税制改正要望（案）及び国際課税連絡協議会…平成30年度税

制改正要望（案）…について審議
　　　　　　・　OECD…Discussion…Draft…BEPS7… …（PE）へのコメントについて審議
　　　　　　・　OECD…Discussion…Draft…BEPS10…（PS）へのコメントについて審議
2017.11.15　第186回委員会
　　　　　　・　11月度会計コミッティ及び11月度税務コミッティの活動について報告
2017.12.20　第187回委員会
　　　　　　・　講演：「新CFC税制通達Q&A・移転価格税制の執行の動向」
　　　　　　　　講師：デロイトトーマツ税理士法人…パートナー…山川博樹氏
　　　　　　・　12月度会計コミッティ及び12月度税務コミッティの活動について報告
　　　　　　・　…経理委員会2017年年間活動報告（案）の審議・2018年正副委員長の選任・2018年開

催日程の確認

会計コミッティ
2017.01.10　1月度会合
　　　　　　・　2017年会計コミッティ検討課題について審議
　　　　　　・　…ASBJ公開草案「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」に対する意

見の提出報告、及びASBJパブリックコメント（3件）への対応について検討
2017.02.09　2月度会合
　　　　　　・　2016年度第3四半期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　　　　　・　2017年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換
　　　　　　・　…ASBJ公開草案「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務

上の取扱い（案）」に対するコメント案について審議
　　　　　　・　各種パブリックコメント（IASB1件、ASBJ2件）への対応について検討
　　　　　　・　2017年3月期決算発表時の貿易記者会質問事項案について審議
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2017.03.07　3月度会合
　　　　　　・　…IASB公開草案「IFRS®…基準の年次改善…2015－2017…年サイクル」に対するコメン

ト案について審議
　　　　　　・　東京証券取引所、決算短信・四半期短信の見直しに関する情報交換
　　　　　　・　単体財務諸表ならびに本邦非上場企業へのIFRS任意適用の可能性について意見交換
　　　　　　・　「IFRS新基準対応ＷＧ」設置について審議
2017.05.12　5月度会合
　　　　　　・　2017年3月期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　　　　　・　…IASB意見募集「IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」アジェンダ決定案」

に対するコメント案について審議
　　　　　　・　IASBパブリックコメント（3件）への対応について検討
　　　　　　・　…IFRS新基準対応ＷＧの進め方について検討、及びIFRS第9号、第15号、第16号の

適用準備スケジュールに関する情報交換
2017.06.06　6月度会合
　　　　　　・　2017年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　　　　　・　…IASB公開草案「IFRS…第8号「事業セグメント」の改善（IFRS…第8号及びIAS…第34

号の修正案）」に対するコメント案について審議
　　　　　　・　各種パブリックコメント（IASB1件、ASBJ1件）への対応について検討
　　　　　　・　IFRS新基準対応ＷＧの対応スケジュールについて検討
2017.07.04　7月度会合
　　　　　　・　株主総会における質問事項等に関する情報交換
　　　　　　・　各種パブリックコメント（IASB3件、ASBJ1件）への対応について検討
　　　　　　・　IFRS新基準対応ＷＧの活動について報告
2017.09.05　9月度会合
　　　　　　・　2017年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　　　　　・　…IASB意見募集「討議資料「開示に関する取組み…―…開示原則」」、及びIASB公開草

案「有形固定資産―意図した使用の前の収入（IAS第16号の修正案）」に対するコ
メント案について審議

　　　　　　・　ASBJパブリックコメント（1件）への対応について検討
2017.11.09　11月度会合
　　　　　　・　2017年度第2四半期決算公表における質問事項に関する情報交換
　　　　　　・　…IASB意見募集「討議資料「開示に関する取組み…―…開示原則」」、IASB公開草案「有

形固定資産：意図した使用の前の収入（IAS第16号の修正案）」、IASB意見募集「適
用後レビュー…―…IFRS第13号『公正価値測定』」、ASBJ公開草案「収益認識に関す
る会計基準（案）」に対する意見の提出報告

　　　　　　・　IASBパブリックコメント（2件）への対応について検討
　　　　　　・　IFRS新基準対応ＷＧの対応スケジュールについて検討
2017.12.05　12月度会合
　　　　　　・　2017年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　　　　　・　IFRS新基準対応ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　2017年年間活動報告（案）の審議、正副幹事交代の確認

税務コミッティ
2017.01.12　1月度会合
　　　　　　・　2017年税務コミッティ検討課題について審議
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　　　　　　・　平成30年度税制改正要望について検討
　　　　　　・　経済産業省、経団連への挨拶訪問の予定について報告
2017.02.02　2月度会合
　　　　　　・　2017年税務コミッティ検討課題について報告
　　　　　　・　CFC税制ワーキンググループ組成について検討
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望について意見交換
　　　　　　・　第1回国際税務ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　OECD…FTA会合への出席について審議
　　　　　　・　インドにおける税務調査の対応について情報交換
　　　　　　・　商社納税に関する資料についての協力依頼
2017.03.02　3月度会合
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望幹事案及び対応スケジュールについて検討
　　　　　　・　第1回、第2回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　第2回国際税務ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　OECD…FTA会合への参加報告
　　　　　　・　商社納税に関する資料提出について報告
2017.05.11　5月度会合
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望に関し、経産省3課面談等について報告
　　　　　　・　第3回、第4回国際税務ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　OECD…FTA会合参加の検討結果について報告
2017.06.01　6月度会合
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望幹事案について検討
　　　　　　・　第3回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　第5回国際税務ＷＧの活動について報告
2017.07.06　7月度会合
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について検討
　　　　　　・　第4回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　インド税務訴訟に関する経産省からの情報提供依頼への対応について報告
2017.09.07　9月度会合
　　　　　　・　…日本貿易会…平成30年度税制改正要望（案）及び国際課税連絡協議会…平成30年度税

制改正要望（案）について審議
　　　　　　・　第5回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　第6回国際税務ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　インド移転価格課税問題情報提供について報告
　　　　　　・　…OECD…Discussion…Draft…BEPS7…（PE）及びOECD…Discussion…BEPS10…（PS）に対す

るコメント（案）について審議
2017.11.02　11月度会合
　　　　　　・　…平成30年度税制改正要望の提出、自民党・公明党の税制改正要望ヒアリングへの出

席等について報告
　　　　　　・　第7回国際税務ＷＧ、CbCRに係る意見交換会の活動について報告
　　　　　　・　第6回、7回、8回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　OECD…Public…Consultationへの参加報告
2017.12.07　12月度会合
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望について報告
　　　　　　・　第8回国際税務ＷＧの活動について報告
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　　　　　　・　第9回、第10回CFC税制ＷＧの活動について報告
　　　　　　・　税務コミッティ 2017年年間活動報告（案）の審議、正副幹事交代の確認

フォローアップ
2017.07.24　日本経済団体連合会…税制委員会税制専門部会
　　　　　　・　要望案を提出し、税務コミッティ幹事より説明

国際税務ワーキンググループ
2017.01.19　第1回ＷＧ
　　　　　　・　…2017年の活動において、本邦及び各国税制（特に移転価格税制における各種文書化

義務）への意見交換・対応、BEPS行動8-10（移転価格税制）及び行動4（過大支払
利子税制）の対応として各国の導入状況や対応策についての情報交換の実施、マル
チ租税条約についてのフォローと対応、OECDディスカッションドラフトに対する
コメント提出やコンサルテーション参加への対応について検討を行うことを確認

　　　　　　・　…BEPSに係わる各国税制改正動向の調査実施の要否について意見交換を行い、継続
を希望する会社は、事務局まで連絡をすることを確認

　　　　　　・　…チリのCbCR対応、2016年に改正された米国の内国歳入法385条（過少資本税制）関
連の対応、インドネシアにおける新移転価格文書化規則への対応について情報交換

　　　　　　・　…以前から情報交換を行っていたインド（移転価格課税問題）に加え、新たにインド
ネシアについて情報交換を行うことについて検討し、第2回ＷＧで新しい情報交換
フォームについて検討することを確認

　　　　　　・　…インドのPE課税事案で係争中の海外課税事案における納付税額に係る外国税額控
除の扱いについて情報交換

　　　　　　・　国際税務ＷＧの検討課題、2017年の開催日程について確認、了承
　　　　　　・　AOAコンパラ数値の通知について、事務局より連絡
2017.02.16　第2回ＷＧ
　　　　　　・　…Master…Fileに関し、Master…File…の主要部分に関する商社のテンプレート作成、

Master…Fileにおける承認手続き、インドネシアのMaster…Fileについて意見交換
　　　　　　・　…第1回ＷＧ後、BEPSに係わる各国税制改正動向の調査をPwCに継続依頼する必要

の有無についてアンケートを実施した結果、継続の希望はなかった旨を報告
　　　　　　・　…CbCRのテーブル2の主たる事業リストで「その他」を選択した場合の対応につい

ての情報共有
　　　　　　・　…OECD…FTA会合（02.09）の当会参加経緯及び移転価格分析における比較対象デー

タ評価の困難に対応したツールキットに関する公開討議草案の対応状況についての
情報共有

　　　　　　・　…経団連からのPE帰属利得に関するBIAC…Working…Groupへの当会企業の参加意思
に関する確認連絡への対応について検討

　　　　　　・　…第１回ＷＧ後、新興国課税事案に関する情報交換内容についてのアンケートを実施
した結果、インド（移転価格課税問題、PE課税問題）、インドネシア（移転価格課
税問題、VAT問題）について情報交換を行い、経産省に情報共有を行うことを確認。
情報交換シートの新フォームに関して意見交換

　　　　　　・　帰属主義（AOA）に関する経産省の依頼の対応について検討
2017.03.08　第3回ＷＧ（インドネシア分科会）
　　　　　　・　…2016.12.30付で発効されたインドネシアの新移転価格文書化規則において求められ

る情報の取扱いに関する幹事会社と国税庁相互協議室との意見交換の内容について
情報共有
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　　　　　　・　…インドネシアのMaster…File対応に関し、バイラテラルAPAの記載、各社の株主一
覧及び経営陣一覧の記載、JV会社のMaster…File対応、申告書に添付する要約表の
記載方針について意見交換

　　　　　　・　…CbCRに関し、グループ更生会社の事業活動のリストの記載、グループ更生会社に
よる直近5年以内の合併・分割、事業の買収・売却の概要の記載、無形資産の記載（イ
ンドネシアに限らず）について意見交換

　　　　　　・　…CbCRに関する効率的な意見交換の方法について検討し、情報交換連絡網を作るた
め、まずは参加者の募集を行うことを確認

　　　　　　・　…第2回ＷＧ後、PE帰属利得に関するBIAC…ＷＧへの参加についてアンケートを実施
し、BIACとの関係強化や当会の意見発信力強化の観点からBIAC…ＷＧに参加する
旨を税務コミッティに報告。調整の結果、副幹事会社の三菱商事（株）が参加する
ことを報告

2017.03.16　第4回ＷＧ
　　　　　　・　OECD…FTA会合の出張報告
　　　　　　・　…CbCRに関する情報交換の進め方について検討を行い、CbCR情報交換連絡網の登

録メンバー同士、メールベースで情報交換を行っていく旨を確認
　　　　　　・　…インドネシアのMaster…File対応に関し、グループの範囲の記載、申告期限の延長、

グループ構成会社による直近5年以内の合併・分割、事業の買収・売却の概要の記載、
各社の株主一覧及び経営陣一覧の記載、財務諸表データ、について意見交換

　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関し情報交換
2017.05.18　第5回ＷＧ
　　　　　　・　OECD…FTA会合（05.18 〜 19）についての情報共有
　　　　　　・　インドネシア文書化に関するStatement…Letterへの対応についての情報交換
　　　　　　・　…CbCRに係るベトナムの子会社方式への対応について、今後、情報交換を行うこと

を確認
　　　　　　・　…行動10に係る修正DDに関するBIACのコメント、PE帰属所得に関するBIAC…ＷＧ

について情報共有
　　　　　　・　…インドにおける総合商社の移転価格課税に係る訴訟内容及び勝訴事例のインド商工

省への提出に関する経産省依頼について対応を検討
　　　　　　・　インド・インドネシアの課税問題に関し情報交換
　　　　　　・　中国事業会社の税務申告に添付する関連者情報についての情報交換
2017.07.20　第6回ＷＧ
　　　　　　・　…BEPS行動13に関し、オランダのnotificationへの対応、ベトナムのCbCRに係る規

則への対応、インドネシアのMaster…Fileの当局への提出状況、ICAP（International…
Compliance…Assurance…Program）について情報交換

　　　　　　・　…2017.06.07に署名されたマルチ租税条約の内容及び日本ポジションに係る懸念点に
ついての意見交換

　　　　　　・　…英国子会社におけるタックスストラテジーの開示義務を受けたグループタックスポ
リシー開示の検討状況についての意見交換

　　　　　　・　…インドにおける総合商社の移転価格課税に係る訴訟内容及び勝訴事例のインド商工
省への提出に関する経産省依頼に関し、経緯、現状、今後の対応、そして次年度以
降の対応についての意見交換

　　　　　　・　インド・インドネシアの課税問題に関し情報交換
2017.09.21　第7回ＷＧ（CbCRに係る意見交換会）
　　　　　　・　…BEPS行動13に関連し、オランダのnotificationへの対応、ベトナムのCbCR及び
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Master…File規則への対応、マレーシアのCbCR規則への対応、オーストラリアの
Master…File提出者、インドネシアのMaster…Fileの当局への提出状況、ICAPについ
ての情報交換、引き続き情報収集の上、議論を継続していくことを確認

　　　　　　・　…マルチ租税条約関連の今後の進め方について意見交換を行い、今後コンサルに相談
しアドバイスをもらうことが可能か打診する旨を確認

　　　　　　・　…ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との意見交換会、第3回…OECD-経団連・
21研-Business…at…OECD（BIAC）国際課税に関する会議についての情報共有

　　　　　　・　…CbCRに関わる意見交換会を開催し、関係会社株式、登記抹消待ち、様式3、情報
交換規定未締結国への子会社方式の対応、CbCRの社内オーソライズについての意
見交換

　　　　　　・　インドネシアの居住者証明書の記載方法についての情報交換
　　　　　　・　インド・インドネシアの課税問題に関し情報交換
　　　　　　・　…経産省依頼のインドにおける商社の移転価格課税に係る訴訟内容及び勝訴事例のイ

ンド商工省への提出に関し、第6回ＷＧ後の対応についての情報共有
2017.11.16　第8回ＷＧ
　　　　　　・　OECD公聴会（2017.11.06〜07）の出張報告
　　　　　　・　…多数国間条約（BEPS防止措置実施条約）における代理人PEの定義拡大に関する意

見出しについての検討
　　　　　　・　インド・インドネシアの課税問題に関し情報交換
　　　　　　・　ＷＧの活動報告書について検討

CFC税制ワーキンググループ
2017.02.08　第1回ＷＧ
　　　　　　・　講演：「タックスヘイブン対策税制の見直し（案）について」
　　　　　　　　講師：経済産業省貿易経済協力局貿易振興課（現：投資促進課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課長補佐　田頭壮一氏
2017.02.23　第2回ＷＧ
　　　　　　・　CFC税制に関する税制改正要望取りまとめスケジュールについて検討
　　　　　　・　…組織再編にかかるキャピタルゲインに関する要望について検討、アンケートを実施

し、次回ＷＧで議論を行うことを確認
　　　　　　・　…重点要望、一般要望の選別について、判断が難しいことから、今後議論を積み重ね

ていく中で精査することを確認
2017.05.25　第3回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（04.04）についての情報共有
　　　　　　・　…2017.03.31に政省令が公布（官報掲載）されたことを踏まえ、CFC税制に関する要

望案の見直しを実施
　　　　　　・　…要望案最終化に向けた今後の進め方について検討を行い、要望数に関しては経産省

の意見も取り入れつつ検討していくことを確認
2017.06.15　第4回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（06.13）について情報共有
　　　　　　・　…前回ＷＧでの議論を踏まえた要望案の見直しを行い、重点要望の絞り込み（一般要

望への変更）について検討
　　　　　　・　…CFC税制に関するリスク分析ツール・システムの導入やコンサル起用に関する検

討状況について情報交換
　　　　　　・　CFC税制の改正を踏まえた社内向け啓蒙の実施状況についての情報交換
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2017.08.23　第5回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（07.28、08.15）について情報共有
　　　　　　・　…経産省投資促進課、デロイト税理士法人（山川博樹税理士）のフィードバック等を

踏まえ修正した日本貿易会…税制改正要望（CFC部分）について、変更箇所につい
ての情報共有

　　　　　　・　…4者（産業界、財務省、国税庁、経産省）協議の実施について情報共有し、検討の
結果、正副幹事会社（双日、三菱商事）と来年度副幹事会社（伊藤忠商事）が参加
することを確認

2017.09.17　第6回ＷＧ
　　　　　　・　09.08の4者（産業界、経産省、国税庁、財務省）協議について情報共有
　　　　　　・　…4者協議の後、経産省より今後のペーパーカンパニーの実体基準に係る通達の明確

化の要望の必要性等について確認依頼があり、各留意点について意見交換を行い、
回答を行うことを確認

2017.09.27　第7回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（09.19）について情報共有
　　　　　　・　09.21の3者（経産省、国税庁、財務省）協議について情報共有
　　　　　　・　ペーパーカンパニーに関する明確化要望の今後の進め方について検討
　　　　　　・　…デリバティブ取引損益に係る事業者単位の特例の明確化の要望について検討し、各

社の問題意識について情報共有
2017.10.11　第8回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（10.04）について情報共有後、今後の対応について検討
2017.11.17　第9回ＷＧ
　　　　　　・　第8回ＷＧ以降の動きについて情報共有
　　　　　　・　経産省との面談内容（11.09、11.14）について情報共有
2017.12.01　第10回ＷＧ
　　　　　　・　経産省との面談内容（11.21）について情報共有
　　　　　　・　ＷＧの活動報告書について検討

IFRS新基準対応ワーキンググループ
2017.06.09　IFRS第15号…第1回ＷＧ
　　　　　　・　ＷＧ設置の経緯について説明
　　　　　　・　IFRS第15号の適用に関する意見交換
2017.06.28　IFRS第9号…第1回ＷＧ
　　　　　　・　IFRS第9号の適用に関する意見交換
2017.11.29　IFRS第16号…第1回ＷＧ
　　　　　　・　IFRS第16号の適用に関する意見交換

国際課税連絡協議会
2017.06.30　2017年第1回協議会
　　　　　　・　講演：「最近の国際租税における動きと取組」
　　　　　　　　講師：経済産業省貿易経済協力局…貿易振興課（※）　課長補佐…仁平孝明氏
　　　　　　　　　　　　　　※2017年7月に投資促進課に名称変更
2017.08.04　2017年第2回協議会
　　　　　　・　…国際課税連絡協議会平成30年度税制改正要望案について川名幹事より説明後、意見

交換
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経済産業省、他団体との連携
2017.01.24　経済産業省…貿易振興課（現：投資促進課）長と面談
　　　　　　・　…2017年経理委員会の正副委員長、正副幹事にて新任挨拶として訪問、税制改正につ

いて意見交換
2017.01.26　経団連経済基盤本部と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について意見交換
2017.03.27　経済産業省…企業行動課と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について説明し、今後の対応方針策定のため意見交換
2017.03.27　経済産業省…産業組織課との面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について説明し、今後の対応方針策定のため意見交換
2017.04.04　経済産業省…貿易振興課（現：投資促進課）と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について説明し、今後の対応方針策定のため意見交換
2017.06.13　経済産業省…貿易振興課（現：投資促進課）と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望案について説明し、今後の対応方針策定のため意見交換
2017.06.22　経済産業省…貿易振興課（現：投資促進課）と面談
　　　　　　・　…CFC税制の通達明確化要望に関する3者（経産省、財務省、国税庁）面談について

情報共有
2017.06.26　経団連経済基盤本部と面談
　　　　　　・　…税制改正要望の更なる実現に向け、経団連との連携強化を目的に、当会の平成30年

度税制改正要望案について説明し意見交換
2017.06.30　日本鉱業協会と面談
　　　　　　・　CFC税制に関する要望について意見交換
2017.07.28　経済産業省　投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制に関する要望について意見交換
2017.08.15　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制の通達明確化要望に関する情報共有及び要望について意見交換
2017.08.31　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制の明確化要望の今後の進め方について意見交換
2017.09.04　経済産業省投資促進課・経団連と面談
　　　　　　・　…4者（産業界、経産省、財務省、国税庁）協議（2017.09.08開催）の場での中間持株

会社の明確化に関する当会/経団連からの説明内容について、経産省を含めた3者で
意見交換

2017.09.08　4者（財務省・国税庁・経産省・産業界）協議
　　　　　　・　特定外国関係会社（ペーパーカンパニー）について意見交換
2017.09.19　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　…CFC税制の通達明確化要望に関する3者協議（経産省、国税庁、財務省）に備え、ペー

パーカンパニーに関する明確化要望の取り扱いについて意見交換
2017.10.04　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制の通達明確化要望について意見交換
2017.10.18　財務省主税局長と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正要望について説明し意見交換
2017.10.24　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制の通達明確化要望について意見交換
2017.11.14　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制に関する要望について意見交換
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2017.11.21　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　…経産省、財務省及び国税庁との通達案及びQ&A案に関する議論の内容について情

報共有
2017.11.28　経済産業省…投資促進課長と面談
　　　　　　・　平成30年度税制改正の見通しについて意見交換
2017.12.04　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　CFC税制に関する通達案及びQ&A案に関する意見について意見交換
2017.12.15　経済産業省…投資促進課と面談
　　　　　　・　…平成30年度税制改正大綱におけるCFC税制の特例措置について説明を受け、意見

交換

₇．物流委員会

【委 員 長】　能登谷…淳…三井物産（株）…コーポレート物流部…部長
【参加会員】　22社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）国際物流関連諸手続の簡素化・効率化の推進
2）国際物流関連情報の収集
3）物流関連諸法令への対応

⑵　活動概要

₁）国際物流関連諸手続の簡素化・効率化の推進
①　各省庁に対する規制制度改革要望
・　…「AEO事業者制度の改善」、「税関官署の許可申請等に係る解釈の統一」、「原産地証明制度に係る

諸手続の改善」、「輸出コンテナ総重量確定方法に係る運用改善」等、商社の関心が高い規制制度
改善要望（計32項目）を取りまとめ、財務省他各省庁へ提出し意見交換（合計8回：財務省4回、
経済産業省1回、国土交通省2回、厚生労働省1回）

・　…その結果、「世界各国のSOLAS条約の批准・運用状況の開示」、「照会者の希望による税番分類例
規の税関HPへの非公開」等の5項目について改善を実現

②　NACCSへの対応
・　…2017.10の第6次NACCS更改時に実現に至らなかった当会の要望項目（「修更正データの提供」、「区

分2、3になった場合の輸入申告控え等の荷主が欲しい情報の提供」等）に関するフォローアップ
を実施した結果、当会として長年継続的に要望してきた「輸出入者に対する修更正データの提供」、
「関税割当証明関連業務の運用改善」等が2018年4月より実現されることになった。
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₂）国際物流関連情報の収集
①　国際海上コンテナに係る対応
・　…2013年に国土交通省が改訂・策定を行った「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラ

イン」、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」について、国際海上コンテナ陸上
輸送の安全対策会議及び関東地方連絡会議に事務局が委員として参加し、フォローアップに協力

②　KS/RA（特定荷主/特定運送事業者）制度に係る対応
・　…国際テロに備え航空貨物の保安管理能力に優れた企業が輸出入手続において優遇を受けるKS/RA

制度の今後の運用等について国土交通省と意見交換し、商社間での情報共有
③　関連団体を通じた情報共有
・　…日本機械輸出組合…国際貿易円滑化委員会及び原産地規則懇話会に事務局が委員として参加し、荷

主として必要情報を委員会委員へ共有した。

₃）物流関連諸法令への対応
①　内閣官房「貿易手続等に係る官民協議会」への対応
・　…内閣官房が日本の物流における国際競争力の強化を目的に設置した同協議会に小河原…ＷＧ委員が

参加し、2回にわたり商社業界の意見を提出。CYカットルール短縮に資するNACCSと他関連シス
テムとの統合・連携について中長期的視点で検討されることとなった。

②　国際海上輸送に係るコンテナ総重量確定の制度化への対応
・　…国土交通省が同制度の施行状況や国際動向等の情報共有や対応課題を検討する目的で設置した検

討会に豊福…哲…ＷＧ副座長が参加し、電子的情報の利活用等について商社業界の意見を発信する
とともに、他業界の取組情報を収集し、委員会で情報共有した。また、現状の取組状況を検証す
る目的で国土交通省が実施したアンケートに物流委員会12社で協力

③　国際商業会議所「インコタームズ改訂検討ＷＧ」への対応
・　…国際商業会議所が現在活用しているインコタームズ2010の改訂作業を実施する目的で設置した同

会合に豊福…ＷＧ副座長が参加し、国際商業会議所パリ本部より提示のあった改正案について、商
社業界にとって関連性がある項目について4回にわたり意見を提出。当会提出の要望項目が全て反
映されることになった。

④　環境省及び経済産業省「輸入コンテナへのヒアリ対策アンケート」への対応
・　…両省が日本の多くの港湾にて確認されていたヒアリへの対策として、コンテナ内に指定の殺虫剤

を設置した場合の製品への影響等について実施したアンケートに物流委員会7社の回答を取りま
とめ、商社業界の意見として提出

⑤　財務省「官署毎の業務標準化アンケート」への対応
・　…同省が2017.10より導入された申告官署の自由化（荷主は貨物の蔵置場所に無関係にどこの税関で

も輸出入申告ができる）に伴う税関業務の標準化推進に向けて実施したアンケートに物流委員会
6社の回答を取りまとめ、商社業界の意見として提出。10項目中7項目の検討が同省内で開始され
ることとなった。

⑶　会合等の状況

物流委員会
2017.06.14　第70回委員会
　　　　　　・　講演：「税関・貿易円滑化〜WTO貿易円滑化協定を中心に〜」
　　　　　　　　講師：財務省関税局経済連携室長…西村聞多氏
　　　　　　・　…2017年度の活動及び各省庁に対する規制制度改革要望に関する現状報告等について
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事務局より説明
2017.09.22　第71回委員会
　　　　　　・　講演：「物流におけるIoT、AIの利活用」
　　　　　　　　講師：（公社）日本ロジスティクスシステム協会　JILS総合研究所
　　　　　　　　　　　　　ロジスティクス環境推進センター長…北條　英氏
　　　　　　・　…2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する現状、貿易手続等に関する官民

協議会について事務局より報告
2018.03.14　第72回委員会
　　　　　　・　…講演：「中国税関の最新動向と日本企業としての対応策〜通関改革、企業格付制度、

課税価格問題を中心に〜」
　　　　　　　　講師：北京市金杜法律事務所パートナー弁護士…劉　新宇氏
　　　　　　・　…2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する結果等、当委員会の2017年度活

動について事務局より報告

物流委員会ワーキンググループ
2017.04.19　第63回ＷＧ
　　　　　　・　…各省庁に対する2016年度規制制度改革要望のペンディング事項について、事務局よ

り進捗報告
2017.05.17　第64回ＷＧ
　　　　　　・　…2017年度各省庁に対する規制制度改革要望及び2016年度ペンディング事項への対応

について検討
　　　　　　・　2017年度官民会合等への登録委員について事務局より報告
　　　　　　・　インコタームズ改訂検討ＷＧについて豊福副座長より報告
2017.06.21　第65回ＷＧ
　　　　　　・　…2017年度各省庁に対する規制制度改革要望及び2016年度ペンディング事項への対応

について検討
　　　　　　・　…インコタームズ改訂検討ＷＧ及び国際海上輸出コンテナ総重量の確定制度につい

て、豊福副座長及び事務局より報告
2017.07.19　第66回ＷＧ
　　　　　　・　2017年度各省庁に対する規制制度改革要望の内容について検討
　　　　　　・　国際海上輸出コンテナ総重量の確定制度について事務局より報告
2017.09.20　第67回ＷＧ
　　　　　　・　…貿易手続等に関する官民協議会への対応、貿易統計の在り方に関するＷＧ設置につ

いて事務局より報告
　　　　　　・　…財務省関税局業務課認定事業者調整官…渡邊智義氏、財務省関税局業務課税関相談

官後藤　学氏と2017年度各省庁に対する規制制度改革要望の内容について意見交換
2017.10.18　第68回ＷＧ
　　　　　　・　…第1回「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等の在

り方に係る検討会（SOLAS関連）」、2017年度規制制度改革要望、貿易手続等に関
する官民協議会の進捗等について事務局より報告

　　　　　　・　今後の物流委員会、実務者情報交換会等の運営方法について検討
2017.11.15　第69回ＷＧ
　　　　　　・　貿易手続等に係る官民協議会への今後の対応を検討
　　　　　　・　…2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する進捗、貿易統計の在り方に関す

るＷＧについて事務局より報告
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　　　　　　・　税関官署のローカルルールへの対応、今後の物流委員会のテーマ等について検討
2017.12.11　第70回ＷＧ
　　　　　　・　第2回貿易手続等に係る官民協議会について事務局より報告し、今後の対応を検討
　　　　　　・　…インコタームズ改訂作業、2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する進捗

等について事務局より報告
2018.01.17　第71回ＷＧ
　　　　　　・　第3回貿易手続等に係る官民協議会について事務局より報告し、今後の対応を検討
　　　　　　・　…インコタームズ改訂作業、2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する進捗

等についてＷＧ委員及び事務局より報告
2018.03.08　第72回ＷＧ
　　　　　　・　2017年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する結果を確認
　　　　　　・　今後の貿易手続等に係る官民協議会等の対応について検討

物流施設見学会
2017.06.16　見学会
　　　　　　・　…クーリエ等の国際郵便物に対する理解を深めるため、横浜税関川崎外郵出張所の協

力を得て、X線装置によるコピー品の取締、麻薬犬による薬物の取締の様子等を見
学（参加者：16名）。

実務者情報交換会
2017.11.20　会合
　　　　　　・　…物流委員会各社の実務者間でのヨコの連携を深めることを目的にグループディス

カッション
　　　　　　・　…「女性活躍」「ダイバーシティの推進」をテーマに商社間での意見交換を通じて他社

事例等の共有を行った（参加者：貿易・物流業務に携わる女性社員21名/13社）。

各省庁との意見交換会
2017.11.28　財務省関税局
2017.11.30　国土交通省航空局
2017.12.05　経済産業省
2017.12.19　財務省関税局
2018.01.24　国土交通省海事局
2018.02.09　財務省関税局
2018.02.09　厚生労働省
2018.03.08　財務省関税局

NACCSタスクフォース
2017.05.24　第30回ＴＦ
　　　　　　・　総合運転試験の概要及び各社の対応状況に関する情報交換
　　　　　　・　修更正データ提供についての今後の対応について検討
2017.09.13　第31回ＴＦ
　　　　　　・　2018年度プログラム変更要望への対応を検討
　　　　　　・　総合運転試験後の課題等について情報共有
2018.01.24　第32回ＴＦ
　　　　　　・　…NACCSセンターからのプログラム変更提案である①関税割当証明関連業務の機能

改善（案）、②関税割当関連業務等に係る通関数量の入力・出力桁数の変更（案）
について検討
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　　　　　　・　…物流委員会…規制制度改革要望における財務省案件の中のNACCS関連案件の対応に
ついて検討

NACCSセンターとの意見交換
2017.06.21　会合
　　　　　　・　…NACCSセンターより①輸出入者修更正データの提供、②総合運転試験の現況、③

包括保険関連業務の詳細について説明を受けたのち意見交換。
2017.10.24　会合
　　　　　　・　…NACCSセンターから①第6次NACCS更改後の状況、②輸出入者への修更正データ

の提供について説明を受けた後、日本貿易会からのプログラム変更要望を説明し意
見交換

₈．市場委員会

【委 員 長】　髙田知幸　伊藤忠商事（株）　執行役員広報部長
【参加会員】　20社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
東京貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）…TPP等の広域経済連携、二国間FTA/EPA、WTO等、自由貿易体制の維持・推進に向けた提言・
要望

2）投資環境の整備に向けた調査・研究及び情報交換
3）わが国と関係の深い地域・市場に関する調査・研究及び情報交換

⑵　活動概要

₁）要望活動等
①　…経済産業省「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」…実施に当たっ

ての企業アンケート」への対応（2017.05.01）
・　…同省通商政策局経済連携課より、アクションプランに基づく投資協定の交渉相手国検討に向け、

アルメニア、ジョージア、フィジー、タジキスタン、カリブ共同体、中米についてのアンケート
協力依頼があり対応

②　経済産業省「対米要望に関するアンケート」への対応（2017.08.10）
・　…同省より今後の対米政策を検討するに当たり、商社業界の対米要望（ビジネス上の課題、州別規

制の有無等）についてアンケート依頼があり7社で対応
③　4団体共同提言「11ヵ国によるTPPの早期実現を求める」（2017.10.23）
・　…10.23に加留部…淳副会長（豊田通商（株）社長）は、（一社）日本経済団体連合会…榊原定征会長、

日本商工会議所…三村明夫会頭、（公社）経済同友会…小林喜光代表幹事とともに、首相官邸を訪れ、
安倍晋三首相ならびに茂木敏充内閣府特命担当大臣と会談し、4団体共同提言「11 ヵ国による
TPPの早期実現を求める」を提出
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₂）外部委員会への参画、意見表明
①　日韓経済人会議
・　…（一社）日韓経済協会及び（一社）韓日経済協会の主催により第49回日韓経済人会議が韓国・ソウ

ルで開催され、事務局が出席（2017.09.26〜27）
②　中東協力現地会議
・　…（一財）中東協力センター及び経済産業省の主催により第42回中東協力現地会議がオーストリア共

和国・ウィーンで開催され、市場委員会委員長会社である伊藤忠商事（株）より伊藤忠イラン会
社…平山公士氏が出席。「イランビジネスレポート（制裁解除後の動向）」として、2016年1月経済
制裁解除・緩和となったイランに関し、輸出入の動向、諸外国及び日本企業の進出状況、イラン
ビジネス拡大のための課題と政府への要望について発表（2017.08.26〜27）

③　日豪経済合同委員会会議
・　…日豪／豪日経済委員会の主催により第55回日豪経済合同委員会が日本・東京で開催され、事務局

が出席（2017.10.09〜10）
④　日米財界人会議
・　…日米／米日経済協議会の主催により第54回日米財界人会議が米国・ワシントンで開催され、事務

局が出席（2017.11.02〜03）

₃）対外経済交流
・　ニューヨーク市経済開発公社と市場委員会委員長会社との懇談（2018.3.22）
　　…ニューヨーク市経済開発公社…パートナーシップ…シニア・バイス・プレジデント…マーク・トーマ

ス氏他の来日にあたり、商社からみた米国市場等について意見交換

⑶　会合等の状況

2017.07.28　第82回委員会
　　　　　　・　講演：「経済連携協定について」
　　　　　　　　講師：経済産業省通商政策局経済連携課長　山口　仁氏
　　　　　　・　事務局より2025日本万国博覧会誘致実現に向けた協力依頼について説明
2017.10.12　第83回委員会
　　　　　　・　講演：「最新の米国政治経済情勢〜混迷するトランプ政権の行方」
　　　　　　　　講師：丸紅株式会社…経済研究所長　今村　卓氏
2017.12.19　第84回委員会
　　　　　　・　講演：「TPP11の大筋合意内容と主な経済連携協定について」
　　　　　　　　講師：経済産業省通商政策局経済連携課長…山口…仁氏
2018.03.22　第85回委員会
　　　　　　・　講演：「中国と日本の経済関係のさらなる発展に向けて」
　　　　　　　　講師：中華人民共和国駐日本国大使館…公使（経済商務）宋……耀明氏
2017.03.26　第86回市場委員会（書面審議）
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度委員長の選任
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₉．貿易動向調査委員会

【委 員 長】　山本大介　（株）双日総合研究所　副所長　主任エコノミスト
【参加会員】　14社
伊藤忠商事、岩谷産業、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、
阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）｢わが国貿易収支、経常収支の見通し｣ の作成
2）貿易に係る情報の収集

⑵　活動概要

₁）「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」の作成
・　…「2018年度わが国貿易見通し、経常収支の見通し」を作成し、貿易記者会で発表（2017.12.05）、日

刊工業新聞に掲載され、当会ならびに当委員会の活動をPR
・　要旨は以下の通り（日本貿易会月報2017.12月号に全文掲載）

　　【商品別貿易の見通し】
2017年度 世界経済の回復と円安を背景に、2年連続で4兆円規模の貿易黒字

輸　　出 79兆1,942億円（前年度比10.7％増）
輸　　入 75兆1,651億円（　 同 　11.3％増）

2018年度 円安傾向の影響も受けて輸出総額は80兆円超え、既往第2位の高水準
輸　　出 81兆7,922億円（前年度比…3.3％増）
輸　　入 77兆5,128億円（　 同 　…3.1％増）

　　【経常収支の見通し】
2017年度 経常収支は4年連続で黒字拡大

経常収支 22兆7,700億円（前年度比2兆3,882億円の黒字増）
貿易収支 06兆0,073億円（　 同 　…　2,347億円の黒字増）
第一次所得収支 19兆9,982億円（　 同 　1兆9,155億円の黒字増）

2018年度 経常収支は23兆円超え、既往第2位の黒字
経常収支 23兆7,743億円（前年度比1兆0,043億円の黒字増）
貿易収支 06兆3,179億円（　 同 　…　3,106億円の黒字増）
第一次所得収支 20兆5,560億円（　 同 　…　5,578億円の黒字増）

₂）貿易に係る情報の収集
①　外部講師による説明会を4回実施
②　山口県への工場見学会を実施
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₃）貿易に係る情報の分析
①　寄稿
・　日本貿易会月報　2017.09月号
　　「日本の貿易統計（2017年上半期）と世界貿易を取り巻く環境」（山本大介委員長）
・　週刊エコノミスト　2018.02.20号
　　「日本でもスロートレード脱却か　電子部品の輸出入がけん引」（山本大介委員長）
②　関係省庁への協力
・　…財務省関税・外国為替等審議会関税分科会企画部会の下に設置された「貿易統計の在り方に関す

るワーキンググループ」に山本大介委員長が参加、貿易統計の更なる利便性向上に向けて、貿易
業界としての意見を述べた（2017.10.23第1回会合、2017.11.14第2回会合）。

・　同ワーキンググループ報告書（2017.11.29付）
　　http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/trade_statistics/report_20171129.pdf

⑶　会合等の状況

2017.05.23　第99回委員会
　　　　　　・　講演：「電子情報産業の動向　〜数字でJEITAの森を見つめる〜」
　　　　　　　　講師：（一社）電子情報技術産業協会…総合企画部　統計室長　高瀬智子氏
　　　　　　・　2017年度見通し商品別レビュー第1回
2017.06.20　第100回委員会
　　　　　　・　講演：「2017年5・6月　企業ヒアリング（暫定稿）」
　　　　　　　　講師：日鉄住金総研（株）　参与…チーフエコノミスト　北井義久氏
　　　　　　・　2017年度見通し商品別レビュー第2回
2017.07.25　第101回委員会
　　　　　　・　講演：「世界エネルギー情勢と日本」
　　　　　　　　講師：（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　調査部…
　　　　　　　　　　　主席エコノミスト　野神隆之氏
　　　　　　・　2017年度見通し商品別レビュー第3回
2017.09.21〜22　山口県工場見学会
　　　　　　・　…（株）日立ハイテクノロジーズ笠戸地区、（株）日立製作所笠戸事業所、新日鐵住金

（株）大分製鐵所光地区を見学
2017.10.05　第102回委員会
　　　　　　・　講演：「海外自動車産業の現状と展望」
　　　　　　　　講師：（株）現代文化研究所　主席研究員　佐次清隆之氏
　　　　　　・　「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成に向けたスケジュール確認
2017.11.22　第48回専門委員会
　　　　　　・　…「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成に向けた前提条件、商品別見

通し、マクロ見通し検討
2017.11.30　第103回委員会
　　　　　　・　「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」（ＷＧ案）検討（書面審議）
2017.12.05　「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」記者発表
2018.03.20　第104回委員会
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度委員長の選任
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工場見学会 貿易見通し記者発表

10．安全保障貿易管理委員会

【委 員 長】　久保岡宏之　豊田通商（株）　物流部　部長職
【参加会員】　26社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
全日空商事、双日、蝶理、東京貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、
野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、
森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）安全保障貿易管理制度に係る検討と提言
2）安全保障貿易管理に係る諸問題の検討
3）安全保障貿易管理に係る情報収集と啓発活動

⑵　活動概要

₁）安全保障貿易管理制度に係る検討と提言
①　安全保障貿易管理に係る経済産業省への要望
　　…「同省保有の安全保障貿易管理関連データの民間企業への開示」、「法令等の改正内容の産業界への

周知方法の改善」、「同省HPの利便性の向上」等、商社の関心が高い改善要望（計10項目）を取り
まとめ、同省安全保障貿易管理政策課へ提出し、意見交換（2017.10.04提出、2017.12.08意見交換）。
同省には当会の要望主旨を理解いただき、「法令改正案の周知方法の改善」について改善を実現

②　中国輸出管理法草案に対する対応
　　…中国政府が2017.06に公表した「中国新輸出管理法」は、報復条項や再輸出規制等が含まれ、日本

企業の経済活動にも影響が及ぶ可能性があることから、（一財）安全保障貿易情報センター
（CISTEC）を中心とする日本の関連団体（8団体※1）にて連携し、意見書を中国商務部及び経済
産業省に提出した（2017.12.01、12.05）。また日米欧の関連団体（14団体※2）にて連携し、同管
理法についての追加意見書を中国商務部及び経済産業省に提出した（2018.02.16）。

　　※1………連名：CISTEC、日本貿易会、日本機械輸出組合、JEITA（電子情報技術産業協会）、
JBMIA（ビジネス機械・情報システム産業協会）、JCEIA（日本化学品輸出入協会）、賛同：
日本経済団体連合会、日本商工会議所

　　※2………日本：上記連名・賛同の8団体、CIAJ（情報通信ネットワーク産業協会）、欧州：Business…
Europe（EU産業界の協調を目的とする団体）、S.I.E.P.S（戦略物資産業輸出連合）、
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BOTTICELLI…Project（欧州委員会及びEUへの輸出管理支援団体）、米国：NAM（全米製造
業協会）、CompTIA（コンピューティング技術産業協会）

₂）安全保障貿易管理に係る諸問題の検討
・　輸出規制番号の国際化への対応
　　…産業界の長年の要望である「規制番号の国際化」の詳細制度設計について、CISTEC、日本機械

輸出組合と合同で経済産業省との意見交換の場を新設し、意見交換（2017.05.17）

₃）安全保障貿易管理に係る情報収集と啓発活動
①　「商社安全保障貿易管理行動基準」策定
・　…東アジアを含め世界を取り巻く安保情勢が変化する中、各商社内での安貿管理の重要性の認識強

化と商社業界としての取組の社外への周知を目的に、「商社安全保障貿易管理行動基準」を制定し
た（2017.11.15）。

・　…法令順守、管理体制構築、教育・啓蒙等を盛り込んだ、当会として初めて設けた安全保障貿易管
理分野に特化した行動基準で、関係先への周知及び当会HPへの掲載を実施した。

②　「商社のための安全保障貿易管理ガイダンス」改訂
・　…商社に共通の安全保障貿易管理上の課題や問題点等について基本的な考え方や取組み方法をまと

めた「商社のための安全保障貿易管理ガイダンス」を最近の関連法規・制度等の変更に伴い改訂
した（2017.12.22）。

⑶　会合等の状況

安全保障貿易管理委員会
2017.6.22　第181回委員会
　　　　　　・　2017年度の当委員会の基本活動及び方針について検討
　　　　　　・　2017年度活動の具体的施策についてＷＧ座長及び事務局より説明
2017.09.25　第182回委員会
　　　　　　・　講演：「中国に対する安全保障貿易管理の課題及び我が国の取組」
　　　　　　　　講師：経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易管理政策課…課長…西村秀隆氏
　　　　　　・　…2017年度活動の重点取組項目である､ 商社安全保障貿易管理行動基準の策定及び商

社のための安全保障貿易管理ガイダンスの改訂の進捗状況について事務局より報告
2018.3.23　第183回委員会
　　　　　　・　講演：「中国・輸出管理法草案について」
　　　　　　　　講師：（一財）安全保障貿易情報センター…理事…調査研究部長…中野雅之氏
　　　　　　・　2017年度の活動報告（案）・2018年度の活動体制について事務局より説明

安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
2017.05.18　第235回ＷＧ
　　　　　　・　2017年度の活動計画について木下勝孝座長及び事務局より説明
　　　　　　・　…①商社安全保障貿易管理行動基準の策定、②商社のための安全保障貿易管理ガイダ

ンスの改訂に関するスケジュールについて検討
　　　　　　・　…規制品目番号国際化に関する日本機械輸出組合及びCISTEC合同三団体とのキック

オフ会合について座長より報告
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2017.06.15　第236回ＷＧ
　　　　　　・　…商社安全保障貿易管理行動基準の策定及び商社のための安全保障貿易管理ガイダン

スの改訂の進捗状況について、それぞれのタスクフォースリーダーより説明
　　　　　　・　…経済産業省、日本機械輸出組合及びCISTECとの規制番号国際化に関する意見交換

会について木下座長より報告
2017.07.20　第237回ＷＧ
　　　　　　・　…商社安全保障貿易管理行動基準の策定及び商社のための安全保障貿易管理ガイダン

スの改訂の進捗状況について､ 各タスクフォースリーダーより説明
　　　　　　・　…経済産業省への要望､ グループディスカッションのテーマ､ 見学会の候補地につい

て検討
2017.08.24　第238回ＷＧ
　　　　　　・　…商社安全保障貿易管理行動基準の策定及び商社のための安全保障貿易管理ガイダン

スの改訂の進捗状況について､ 各タスクフォースリーダーより説明
　　　　　　・　経済産業省への要望及び見学会の候補地について検討
2017.09.21　第239回ＷＧ
　　　　　　・　…商社安全保障貿易管理行動基準の策定及び商社のための安全保障貿易管理ガイダン

スの改訂の進捗状況について､ 各タスクフォースリーダーより説明
　　　　　　・　経済産業省への要望について検討
　　　　　　・　米国の新制裁法への対応について意見交換
2017.10.19　第240回ＷＧ
　　　　　　・　…商社安全保障貿易管理行動基準に関して、経済産業省から依頼のあった追加項目を

検討
　　　　　　・　…商社のための安全保障貿易管理ガイダンスの改訂、中国新輸出管理法案に関して事

務局より報告
　　　　　　・　各社の顧客スクリーニングの方法について意見交換
2017.11.28　第241回ＷＧ
　　　　　　・　商社安全保障貿易管理行動基準の周知方法・英語版の策定について検討
　　　　　　・　…商社のための安全保障貿易管理ガイダンスの改訂、中国輸出管理法案について事務

局より報告
　　　　　　・　中国関連取引に関する留意点について意見交換
2017.12.22　第242回ＷＧ
　　　　　　・　商社安全保障貿易管理行動基準の英語版の策定について検討
　　　　　　・　…商社のための安全保障貿易管理ガイダンスの改訂、経済産業省との意見交換の内容

について事務局より報告
　　　　　　・　中国関連取引に関する留意点等について意見交換
2018.01.18　第243回ＷＧ
　　　　　　・　…輸出品のリスト規制改正（2018.01.22施行）における留意事項及び米国のイラン制裁、

ロシア制裁に関する進捗状況について意見交換
　　　　　　・　…中国新輸出管理法に関する日米欧の産業界による連名意見書の作業の進捗について

事務局より報告
2018.02.15　第244回ＷＧ
　　　　　　・　…米国SDN（経済制裁対象者）リストの動向、各社における安全保障貿易管理の教育・

研修について意見交換
　　　　　　・　…中国新輸出管理法に関する日米欧の産業界による連名意見書の作業の進捗について

事務局より報告
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2018.03.15　第245回ＷＧ
　　　　　　・　…中国新輸出管理法に関する日米欧の産業界による連名意見書の進捗状況について、

木下座長及び事務局より報告
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）の説明
　　　　　　・　海外店の安貿管理部署が実施している安貿管理状況の把握手段等について意見交換

陸上自衛隊土浦駐屯地武器学校見学会
2017.11.29　見学会
　　　　　　・　軍事装備・技術に対する当委員会委員の理解を深めることを目的に実施
　　　　　　・　防衛装備品や技術に関する輸出管理の重要性を改めて認識（参加者：20名）

実務者情報交換会
2017.11.02　会合
　　　　　　・　…「米国関連（再輸出規制、イラン等）」「中国関連（懸念取引先チェック方針・手法等）」

「社内審査・管理体制と濃淡管理」のテーマでグループディスカッション（参加者：
21名/13社）

講演会
2018.02.08　講演会
　　　　　　・　講演：「対北朝鮮経済制裁と北東アジアの安全保障」
　　　　　　　　講師：　早稲田大学名誉教授　山本武彦氏
　　　　　　・　参加者：55名/28社

11．貿易保険委員会

【委 員 長】　奥田勝美　豊田通商（株）　ERM部　東京与信市場管理グループ　グループリーダー
【参加会員】　17社
伊藤忠商事、岩谷産業、兼松、興和、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、
日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン

⑴　活動方針

1）貿易保険制度等に係る提言・要望及び過去要望のフォローアップ
2）日本貿易保険（NEXI）の特殊会社化フォローアップ
3）経済産業省ほか関係機関等との意見交換・情報収集

⑵　活動概要

₁）貿易保険制度等に係る提言・要望及び過去要望のフォローアップ
・　産業構造審議会第21回総会での意見表明（2017.08.01）
　　…産業構造審議会第21回総会に小林会長が出席。2016年5月に発表された質の高いインフラ輸出拡大

イニシアティブにおいて、質の高いインフラ輸出のための更なる制度改善、JBIC、JICA、NEXI
等政府関係機関の体制強化と財政基盤確保が打ち出され、当会の要望がその中に盛り込まれたこ
とを評価。2017.04からはNEXIの株式会社化など、日本企業の海外展開を後押しする具体的施策
が着実に実行されていることに鑑み、今後は官民の連携をより一層深めることにより、わが国の

59

Ⅳ．常設委員会



インフラシステム輸出の国際競争力が総合的に高まることを期待すると表明。

₂）NEXI、経済産業省との会合を通しての要望のフォローアップ
・　…フォローアップの一環として、第76回委員会（2017.07.20）では日本貿易保険、第78回委員会

（2018.03.02）では経済産業省より説明を受け、意見交換
・　…第77回委員会（2017.11.20）を開催し、事前に実施したアンケート結果をもとに、貿易保険に関す

る各社の組織・体制についての意見交換
・　…JBIC及びNEXIが原子力関連プロジェクト情報公開指針（案）に関するパブリックコメントの募

集を開始したことを受け、財務委員会と貿易保険委員会の連名にて意見を発信することについて、
11月下旬に書面審議を実施。本件については、財務委員会が中心に対応してきたが、書面審議の
結果、原案通り了承され、12月4日付にて両委員会連名の意見を提出。なお、JBIC及びNEXIは、
上記のプロセスを経て、12月に「原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮確認のための指針」
を制定・公表。

⑶　会合等の状況

2017.07.20　第76回貿易保険委員会
　　　　　　・　講演：「日本貿易保険（NEXI）の最近の取組状況」
　　　　　　　　講師：（株）日本貿易保険　企画室長　本道和樹氏
2017.11.20　第77回貿易保険委員会
　　　　　　・　JBIC及びNEXIの原子力関連プロジェクト情報公開指針に関する件
　　　　　　・　貿易保険に係る各社の組織・体制について意見交換
2018.03.02　第78回貿易保険委員会
　　　　　　・　講演：「インフラ輸出政策の今後の展開」
　　　　　　　　講師：経済産業省貿易経済協力局通商金融課長…浦田秀行氏
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議・2018年度委員長の選任

12．経済協力委員会

【委 員 長】　田渕正朗　住友商事（株）…代表取締役専務執行役員
【参加会員】　12社
伊藤忠商事、兼松、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、野村貿易、阪和興業、丸紅、
三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）インフラシステム輸出の拡充に向けた日本政府の政策と公的金融機関の制度に関するフォローアップ
2）海外におけるインフラプロジェクト推進に向けた日本政府及び関係機関との活発な意見交換

⑵　活動概要

₁）要望書の発出及びフォローアップ等
①　外務省「無償資金協力の制度・運用改善に係るフォローアップ会合」（2017.06.06）
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・　…関係業界へのヒアリングに基づいた報告書「無償資金協力の制度・運用改善について」の発表か
らこれまで1年間の取組みについて外務省とJICAより説明ののち意見交換

②　産業構造審議会第21回総会での意見表明（2017.08.01）
・　…産業構造審議会第21回総会に小林会長が出席し、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」

（2016.05発表）において、質の高いインフラ輸出のための更なる制度改善、JBIC、JICA、NEXI
等政府関係機関の体制強化と財政基盤確保が打ち出され、当会の要望がその中に盛り込まれたこ
とを評価。今後は官民の連携をより一層深めることにより、わが国のインフラシステム輸出の国
際競争力が総合的に高まることを期待すると表明

③　財務省、JICAとの会合を通しての要望のフォローアップ
・　…フォローアップの一環として、第96回委員会（2017.7.4）では財務省国際局、第97回委員会（2018.3.14）

ではJICAとの意見交換を行った。

₂）外部委員会への出席、意見表明
①　開発協力適正会議
・　…外務省では、ODA事業の戦略的・効果的な援助実施に向けた「見える化」の徹底とPDCAサイク

ルの強化を目的として、案件形成中で調査段階にある無償資金協力事業、有償資金協力事業を対
象に審議を行う「開発協力適正会議」を設置している。当会からは、常務理事が委員として参画
しており、商社の立場から意見表明を行った（2017年4・6・8・10・12月､ 2018年2月）。

・　…委員から、関心のある案件が議題の場合はぜひ傍聴したいとの希望があり、外務省の了解を得て、
2017.08会合以降、開催案内が公表された段階で、事務局より案内することとなった。

②　航空インフラ国際展開協議会
・　…国土交通省では、航空インフラプロジェクトについて官民による情報共有や意見交換の場として

「航空インフラ国際展開協議会」を設置している。当会からは経済協力委員長が本協議会の副会長
として就任しており、第5回会合（2017.06.06開催）に出席

⑶　会合等の状況

2017.07.04　第96回委員会
　　　　　　・　…講演：「インフラ輸出に向けた省庁間連携・官民連携〜外務省国際協力局、外務省

ロシア課、財務省国際局での勤務を経験して〜」
　　　　　　　　講師：財務省　大臣官房参事官　国際局…開発金融担当　德田修一氏
　　　　　　・　…前回委員会（2017.03.22）以降の委員会活動報告として、①国土交通書「航空イン

フラ国際展開協議会」（2017.06.06）、②外務省「無償資金協力の制度・運用改善に
係るフォローアップ会合」、③内閣府「開発途上国におけるPPP事業促進のための
支援改善に係る説明会」、④外務省「開発協力適正会議」について事務局より説明

2018.03.14　第97回委員会
　　　　　　・　講演：「有償資金協力における本邦企業の参画に向けたJICAの取組み」
　　　　　　　　講師：（独）国際協力機構…理事…山田順一氏
　　　　　　・　講演：「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」
　　　　　　　　講師：国土交通省…総合政策局国際政策課　　企画官　　　　　庄司　郁氏
　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　統括国際交渉官　坂井志保氏
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度委員長の選任
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13．人事委員会

【委 員 長】　降幡…至功　住友商事（株）…理事…人事部長
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、
蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）海外安全管理対策強化に向けての活動
2）働き方改革に向けた取組み
3）人材力強化、内なるグローバル化の推進に向けた取組み
…　・　グローバル人材育成
…　・　海外子女教育環境の拡充
…　・　ダイバーシティの推進
4）商社研修事業の一層の拡充
5）諸外国との社会保障協定の締結促進に向けての要望活動及びフォローアップ

⑵　活動概要

₁）海外安全管理対策強化に向けての活動
①　「海外安全対策ワーキンググループ」設置（2017.04.13）
・　…各社における海外安全対策の更なる強化を目的に、今年度、新たに海外安全対策ワーキンググルー

プ（海外安全対策ＷＧ）を組成した。情報収集・意見交換を行うとともに、海外安全対策に長け
た大手商社と中堅会員間で、取組みに関する情報交換を促進するための海外安全対策座談会を企
画した。

②　海外安全対策座談会の開催（2017.06.12）
・　講演：「海外での安全確保〜政府の取組みと企業の皆様へのお願い〜」
　　講師：外務省　領事局　邦人テロ対策室室長　　　　斉田幸雄氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同室課長補佐　　土谷昌之氏
　　　　　外務省　領事局　海外邦人安全課主席事務官　小玉広明氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同課邦人救護官　津田　進氏
・　講演後、グループ形式の座談会を実施（参加者：14名/正会員12社）
③　海外安全対策の強化などに関する情報提供
・　…外務省「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」（2017.06第2回本会合、2017.12第2回幹事会）

及び「国際協力事業安全対策…常設化会議」（2017.04、2017.09）に参加。外務省と連携し、大手の
みならず中堅規模の会員の安全対策強化にも資する情報を入手し、会員に提供した。

④　海外安全対策セミナーの地方展開
・　…課題である地方の中堅中小企業への海外安全対策の普及を目的に、外務省と連携し、地方貿易団

体向けセミナー開催に協力（（公社）横浜貿易協会（2017.09）、（一社）大阪貿易協会（2017.12））。
下記外務省等セミナーの後援に協力

　　2017.06.27　　　「海外危機管理セミナー」（共同通信デジタル主催／外務省後援、於：大阪）
　　2017.07.31　　　「安全対策セミナー」（外務省主催、於：東京）
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　　2017.10.10〜11　「「安全対策セミナー」（外務省／中小機構共催、於：岐阜、四日市）
　　2017.10.26　　　「安全対策セミナー」（外務省／中部経済連合会主催、於：名古屋）

₂）働き方改革に向けた取組み
・　働き方改革に関する講演会を開催
・　…経団連をはじめとした経済団体とともに、「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣

言」に賛同を表明（2017.09.22）

₃）人材力強化、内なるグローバル化の推進に向けた取組み
・　海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望提出（2017.6.30）
　　…政府での平成30年度予算の検討にあわせ、海外子女教育環境の拡充を目的として、（一社）日本在

外企業協会（以下：日外協）、（公財）海外子女教育振興財団との3団体連名で、自民党海外子女教
育推進議員連盟に要望書を提出

・　自民党海外子女教育推進議員連盟総会への出席・意見表明
　　第9回総会に岩城常務理事が出席し、意見表明（2017.6.20）
　　第10回総会に河津専務理事が出席し、意見表明（2017.12.04）
・　文部科学省グローバル人材育成コミュニティ協議会運営幹事会への参画
　　…運営幹事会に出席し、日本からの留学生支援プログラム「トビタテ！留学JAPAN」運営促進を支

援（2017.04.17、2018.3.6）
・　文部科学省「トビタテ！教員プロジェクト」への協力
　　…文部科学省は、在外教育施設の機能強化を図り、教員派遣の派遣前・派遣中そして帰国後の魅力

を高め、戦略的にグローバル教員を育成するため、2017.09に本プロジェクトを始動。本プロジェ
クトとの今後の連携を検討するため、発表式に出席（2017.08.28）

・　「東京大学FLY…Program」の後援
　　当会は趣旨に賛同し、2013年度より継続して後援

₄）商社研修事業の一層の拡充
①　商社新人研修（2017.04）
・　…2017年4月入社の商社社員を対象に、社会人としての基本マナー、商社社員としての心構えを講義

（Aコース：04.06 〜 07、Bコース：04.10 〜 11、参加者：合計41名）
②　貿易会経営塾　〜商社社長経験者が語るリーダーシップ論〜
・　…正会員企業の入社10年前後の社員を対象に、商社業界を代表する社長経験者による講演会を開催

した（参加者：合計253名）
　　2017.07.13　第13回　講師：小林　健氏（三菱商事（株）…取締役会長）
　　2017.11.16　第14回　講師：久田眞佐男氏（（株）日立ハイテクノロジーズ…相談役）
　　2018.02.05　第15回　講師：朝田照男氏（丸紅（株）…取締役会長）
③　貿易実務・商社ビジネス研修（2017.10）
・　「貿易実務の基礎」、「ビジネス基礎知識」を解説する研修を実施（参加者：合計17名）
④　海外赴任前研修（6回開催）
・　…中国、東南アジア地域のほか、欧米諸国へ赴任予定の商社社員、またこれら地域の研修を担当す

る商社社員を対象に、異文化コミュニケーション、法務・コンプライアンスを中心とした一般（地
域共通）研修、各国事情に特化した地域別研修を実施（参加者：合計27名）

⑤　実務者研修
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・　各分野の実務担当者を対象とする研修を実施（参加者：合計54名）
　　2017.06.23　安全保障貿易管理研修
　　　　　　　　講師：日本輸出管理研究所　輸出管理コンサルタント　高野順一氏
　　2018.02.09　安全保障貿易管理実務者研修（中級編）
　　　　　　　　講師：日本輸出管理研究所　輸出管理コンサルタント　高野順一氏

₅）諸外国との社会保障協定の締結促進に向けての要望活動及びフォローアップ
①　日・ルクセンブルク社会保障協定説明会（2017.06.29）
・　2017.08.01の発効に先立ち説明会を開催（日外協と合同）
　　講師：厚生労働省　年金局国際年金課課長　阿萬哲也氏
　　　　　日本年金機構　事業企画部国際事業グループ　大幡洋光氏
②　ベトナム社会保険法の改正に伴う外国人労働者の強制加入の動きについて
・　…厚生労働省、外務省、現地商工会と情報交換を行い、「日越社会保障協定の早期締結を求める」要

望提出に向けた準備を行った。

₆）その他
・　「文部科学省…土曜日教育ボランティア運動」の後援

⑶　会合等の状況

人事委員会
2017.07.12　第62回委員会
　　　　　　・　講演：「働き方改革の実現に向けて」
　　　　　　　　講師：内閣官房…一億総活躍推進室…働き方改革実現推進室…内閣参事官　武田康祐氏
　　　　　　・　諸外国との社会保障協定の締結促進報告
　　　　　　・　海外子女教育環境拡充要望報告
　　　　　　・　海外安全対策ＷＧ及びダイバーシティ推進コミッティの活動報告
2017.11.08　第63回委員会
　　　　　　・　講演：「働き方改革法案（労働基準法、同一労働同一賃金ほか）
　　　　　　　　　　　〜人事が知っておくべき注意点〜」
　　　　　　　　講師：石嵜・山中総合法律事務所…ヴァイスパートナー弁護士　橘　大樹氏
2018.03.14　第64回委員会
　　　　　　・　講演：…「御社の働き方改革、間違っていませんか？経営戦略としての働き方改革…

〜商社編〜」
　　　　　　　　講師：少子化ジャーナリスト・作家・相模女子大客員教授　白河桃子氏
　　　　　　・　研修センター設立方針の見直しに関する報告・審議
　　　　　　・　…2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任

海外安全対策ワーキンググループ
2017.04.13　第1回ＷＧ
　　　　　　・　講演：「外務省の最近の取組みとお願い事項について」
　　　　　　　　講師：外務省…領事局　邦人テロ対策室室長　斉田幸雄氏
　　　　　　・　2017年度の具体的活動について検討
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2018.02.19　第2回ＷＧ
　　　　　　・　講演：「海外での安全確保〜外務省の取組みと2018年の課題〜」
　　　　　　　　講師：外務省　領事局　邦人テロ対策室長
　　　　　　　　　　　兼　経済局官民連携推進室　日本企業海外安全対策特別専門官　上田　肇氏
　　　　　　・　2018年度正副座長の選任

ダイバーシティ推進コミッティ
2017.07.05　第1回コミッティ
　　　　　　・　2017年度ダイバーシティ推進コミッティの発足と体制の確認
　　　　　　・　ダイバーシティ推進に関する各社取組みについて情報交換
　　　　　　・　2017年度ダイバーシティ推進コミッティの今後の活動…検討
2017.09.20　第6回ダイバーシティ推進セミナー
　　　　　　・　講演：「ダイバーシティ・コミュニケーション〜男女脳差理解による組織力の向上」
　　　　　　　　講師：（株）感性リサーチ…代表取締役　黒川伊保子氏
2017.11.21　第2回コミッティ
　　　　　　・　講演：「知っておきたい、LGBT」
　　　　　　　　講師：（特非）虹色ダイバーシティ…理事長…村木真紀氏
2018.02.28　第7回ダイバーシティ推進セミナー
　　　　　　・　「商社トップウーマンによるパネルディスカッション」
　　　　　　　　…先陣を切って活躍する商社ウーマン（部長クラス）4名をパネリストに迎え、パネ

ルディスカッションを開催

商社研修事業ワーキンググループ
2017.05.23　第23回ＷＧ
　　　　　　・　国際大学との連携による幹部社員研修に関するアンケート結果について検討
　　　　　　・　人事部長研修に関するアンケート結果について検討
　　　　　　・　2017年度商社新人研修の実施について報告
　　　　　　・　今後の貿易会経営塾の開催予定について報告
　　　　　　・　2017年度実務者研修の開催予定について報告
2017.07.25　第24回ＷＧ
　　　　　　・　人事部長研修（案）の検討結果について検討
　　　　　　・　安全保障貿易管理実務者研修（06.23）について報告
　　　　　　・　第13回貿易会経営塾（07.13）について報告
2017.11.28　第25回ＷＧ
　　　　　　・　貿易実務・商社ビジネス研修について報告
　　　　　　・　海外赴任前研修（11.01）について報告
　　　　　　・　第14回貿易会経営塾（11.16）について報告
　　　　　　・　国際税務研修開催について検討し、実施見合わせを確認
　　　　　　・　安全保障貿易管理実務者研修中級編（2018.02.09）について報告
　　　　　　・　研修事業に関するアンケート実施について報告
　　　　　　・　日本貿易会商社研修事業の中期行動計画での位置づけについて説明
2018.02.27　第26回ＷＧ
　　　　　　・　研修事業に関するアンケートについて中間報告
　　　　　　・　…中期行動計画に謳われた会員サービス（研修）センターの位置づけについて検討、

センター設立を見合わせ、研修内容の充実を図っていくことを人事委員会に諮るこ
とを決定
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　　　　　　・　安全保障貿易管理実務者研修中級編（2018.02.09）について報告
　　　　　　・　海外赴任前研修（2018.01.10）について報告
　　　　　　・　第15回貿易会経営塾（2018.02.05）について報告
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）の説明、2018年度新体制の確認

14．情報システム委員会

【委 員 長】　清野耕司　豊田通商（株）　IT戦略部　部長
【参加会員】　25社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、
住友商事、全日空商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、
ユアサ商事
＜日本貿易会ISAC＞
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、
住友商事、全日空商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、八木通商

⑴　活動方針

1）情報システムに関する知識向上
2）委員会社間の協働による知識・対策の向上
3）商社業界としての情報セキュリティ対策の推進

⑵　活動概要

₁）情報システムに関する知識向上
・　情報セキュリティ対策に関する知識向上のため講演会を開催（第78回・第80回委員会）
・　…IT部門の営業部門への支援、新技術（IoT、AI等）への対応についての意見交換を目的に設置し

た「新IT機能検討ワーキンググループ（以下：ＷＧ）」では講演会及び見学会を開催（第3回ＷＧ・
第4回ＷＧ）

₂）委員会社間の協働による知識・対策の向上
・　…「ITガバナンス」をテーマとして、ITガバナンスに関わる方針・社内規程等の整備状況や組織体

制について情報交換
・　…新IT機能検討ＷＧでは、「営業部門への支援状況」「最新のIT技術への取組」「働き方改革」「組織・

人材」「RPA等の最新デジタル技術への対応」をテーマに、昨年度実施した各社の状況に関する
アンケートをアップデートして意見交換

・　…「新コミュニケーションツール活用情報交換会」では、基盤系、デバイス系、アプリ系、運用系な
どについて、各社の取組状況のアンケートをアップデートして意見交換
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₃）商社業界としての情報セキュリティ対策の推進
・　…各社間でのサイバーセキュリティ情報・知見の交換・共有のため､ 2016年4月に､ 会内プロジェク

ト組織として「日本貿易会ISAC」※を設立し、活動2年目を迎えた。
・　…情報交換会では、標的型攻撃、不正送金、マルウェアのサイバー攻撃の手法や対策に関する講演や、

サイバー対策におけるAIの活用事例やビジネスEメール詐欺の事例について加盟会社間で情報共
有

・　…実務者連絡会では、グループディスカッション、フォレンジックやログ解析など机上演習や実際
に機材を利用した実機演習を行い、実践に則した研修を実施

　　　※参加企業からの業務委託料により運営

⑶　会合等の状況

情報システム委員会
2017.06.08　第78回委員会
　　　　　　・　講演：「日本型RPAの実態と今後の方向性」
　　　　　　　　講師：（一社）日本RPA協会　代表理事　大角暢之氏
2017.09.07　第79回委員会
　　　　　　・　「ITガバナンス」について情報交換
2017.12.07　第80回委員会
　　　　　　・　講演：「NECグループが取組む”働き方改革”」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　経営システム本部　本部長代理　　　　　　　中田俊彦氏
　　　　　　　　　　　　　同　　　　　マーケティング・ニュービジネス本部　主任　沖中耕平氏
2018.03.08　第81回委員会
　　　　　　・　2017年度事業報告案の説明・承認
　　　　　　・　2018年度活動案の説明
　　　　　　・　「改訂版サイバーセキュリティ経営ガイドライン」について意見交換

新IT機能検討ワーキンググループ
2017.09.25　第1回ＷＧ
　　　　　　・　現在の支援状況、最新IT技術取組、働き方改革、組織・人材」について情報交換
2017.10.30　第2回ＷＧ
　　　　　　・　RPAに関する各社活動・対応等についての更なる意見交換
2017.12.25　第3回ＷＧ
　　　　　　・　講演：「Watsonの先進性と最新事例」
　　　　　　　　講師：日本IBM（株）　理事　元木　剛氏
　　　　　　・　講演：「Watsonユースケース　－資源・エネルギー系事例－」
　　　　　　　　講師：日本IBM（株）　グローバルビジネスサービス　パートナー　豊島一清氏
　　　　　　・　講演：「Watsonと働き方改革　－IBM内でのWatson活用事例－」
　　　　　　　　講師：日本IBM（株）　CIOサービスジャパン　マネージャー　　　丸山文夫氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同 　　　　　 吉田恵美子氏
2017.11.27　「新コミュニケーションツール活用情報交換会」情報交換会
　　　　　　・　昨年度情報交換会アンケート結果のアップデート及びそれにもとづく意見交換
2018.01.29　第4回ＷＧ…
　　　　　　・　講演：「サイボウズが目指した理想のチームワークと制度・ツール・風土の改革」
　　　　　　　　講師：サイボウズ（株）事業本部　人事部　マネジャー
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　　　　　　　　　　　　　　　　　チームワーク総研　事業企画部　コンサルタント　松川　隆氏
　　　　　　・　各社の働き方改革の事例共有、来期のＷＧ活動について情報交換

貿易会ISAC
①　情報交換会
2017.04.28　第7回会合
　　　　　　・　講演：「2016年度の振り返り、2017年度のセキュリティ施策」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　経営システム本部　主席セキュリティ主幹　谷川哲司氏
　　　　　　・　講演：「標的型攻撃で使用される新しいマルウェア…“ChChes”」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC　分析センター　マネージャー　竹田春樹氏
2017.06.16　第8回会合
　　　　　　・　講演：「不正送金に関して（マネーミュール）」
　　　　　　　　講師：警視庁
　　　　　　・　講演：「最近のサイバー空間の脅威とJC3の取組について」
　　　　　　　　講師：日本サイバー犯罪対策センター
　　　　　　・　講演：「標的型攻撃メールのソーシャルエンジニアリング視点からの分析」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　セキュリティ研究所　主任　渡部正文氏
　　　　　　・　講演：「北朝鮮の関与が疑われるサイバー攻撃動向」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC　早期警戒グループマネージャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報セキュリティアナリスト　洞田慎一氏
2017.08.22　第9回会合
　　　　　　・　講演：「自己学習型システム異常検知技術（ASI）」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）…スマートネットワーク事業部…マネージャー　喜田弘司氏
　　　　　　・　講演：「AIを活用したセキュリティ監視サービス（SOC）運用事例の紹介」
　　　　　　　　…講師：三井物産（株）…ITソリューション事業部…サイバーセキュリティ事業室室長…

楢崎貴浩氏
2017.10.20　第10回会合
　　　　　　・　講演：「IoTにおけるサイバー攻撃の最新動向とその対策」
　　　　　　　　講師：横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授　吉岡克成氏
2017.12.15　第11回会合
　　　　　　・　講演：「JPCERT/CCからのアップデート　－冬季の長期休暇に備えて－」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC　早期警戒グループ　マネージャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報セキュリティアナリスト　洞田慎一氏
2018.02.16　第12回会合
　　　　　　・　講演及び情報交換：「BECの事例共有」
　　　　　　　　講師：住友商事（株）　IT企画推進部　ICTインフラ整備第一チーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基盤運用第一ラインリーダー　川並久純氏
　　　　　　　　　　　…三井物産（株）　IT推進部　サイバーセキュリティ対策室　マネージャー　

水澤智直氏
②　実務者連絡会
2017.05.19　第6回会合
　　　　　　・　講演：「ランサムウェア…”WannaCry”について」
　　　　　　・　講演：「JPCERT/CCによる説明」
　　　　　　・　講演：「NEC提供情報の活用方法の説明」
　　　　　　・　講演：「Webサイトを介した攻撃の事例と調査」
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　　　　　　・　講演：「相談事例・インシデント共有事例のご紹介」
　　　　　　・　講演：「運用改善に関する説明」
2017.07.21　第7回会合
　　　　　　・　演習：「BECに関する机上演習」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　コンサルティング事業部　駒込大祐氏
　　　　　　　　アドバイザー：（一社）金融ISAC　理事　鎌田敬介氏
2017.09.15　第8回会合
　　　　　　・　グループディスカッション「自社で発生したセキュリティインシデント」、
　　　　　　　　「分析・解析のノウハウ」
2017.11.17　第9回会合
　　　　　　・　講演：「セキュリティログ解析」
　　　　　　　　講師：…NECソリューションイノベータ（株）　…

サイバーセキュリティグループ主任　中島康彦氏
2018.01.19　第10回会合
　　　　　　・　実機演習：「フォレンジック解析」
③　年次総会
2018.03.14　年次総会
　　　　　　・　2017年度活動の振り返り
　　　　　　・　貿易会ISAC検討ＷＧの中間報告
　　　　　　・　来期活動テーマに関する協議

15．社会貢献・ＡＢＩＣ委員会

【委 員 長】　小林幸生　三井物産（株）　環境・社会貢献部社会貢献室室長
【参加会員】　16社
伊藤忠商事、稲畑産業、兼松、興和、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、
日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）日本貿易会の社会貢献事業に関するABICへの業務委託内容の審議
2）ABICの活動拡大及び会員増強に向けての連携
3）会員各社の社会貢献活動についての情報交換
4）関係団体及び教育機関との連携の推進

⑵　活動概要

₁）日本貿易会の社会貢献事業に関するABICへの業務委託内容の審議
・　…日本貿易会における貿易に関する社会貢献活動の推進（定款第4条1項（7））にあたり、2001年度

から国際社会貢献センター（ABIC）へ同事業を委託

₂）ABICの活動拡大及び会員増強に向けての連携
・　…委員のABIC活動への理解を促進するため、ABIC事務局長より活動実績について報告（第34回、
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第35回委員会）
・　…ABICの活動拡大、支援の一環として、ABICが主催する東京国際交流館及び兵庫国際交流会館に

おける留学生支援バザーの開催に協力（2017.05.14、05.20〜21、10.22、11.25〜26）

₃）会員各社の社会貢献活動についての情報交換
・　各社の社会貢献活動について情報交換（第34回・第35回委員会）

₄）関係団体及び教育機関との連携の推進
・　…日本経済教育センター 2017年度国際理解教育研究会事業に協賛（協賛金支出、ABICを通じた講

師派遣）、2017年度の児童生徒への授業計3校6コマ

⑶　会合等の状況

2017.07.27　第34回委員会
　　　　　　・　…ABIC常務理事・事務局長山口俊之氏、自治体・中小企業支援グループコーディネー

ター野津　浩氏、大学・EC講座グループコーディネーター坂野正典氏より「ABIC
活動〜 2017年度事業計画を中心に」について説明を受け意見交換

　　　　　　・　委員各社の社会貢献活動について情報交換
2018.03.30　第35回委員会
　　　　　　・　ABIC…2017年度委託業務活動についてABIC山口常務理事・事務局長より報告
　　　　　　・　ABIC…2018年度業務委託契約について検討
　　　　　　・　委員各社の社会貢献活動について情報交換
　　　　　　・　…2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副委員長の

選任
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Ⅴ．研究会・連絡会など

₁．CSR研究会

【座　　長】　大野茂樹　住友商事（株）…サステナビリティ推進部長
【参加会員】　10社
伊藤忠商事、稲畑産業、興和、住友商事、双日、豊田通商、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、
三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

・　…CSRに関して、商社あるいは日本貿易会の観点から検討すべき問題に関して情報収集・意見交換
等を行う。

⑵　活動概要

₁）サプライチェーンCSR等に関するアンケート実施
・　…「サプライチェーンCSR等に関するアンケート」を実施し、第50回研究会（07.07）、第51回研究会

（09.14）の2回に分けて意見交換。サプライチェーンCSRについては、2次サプライヤーより先へ
の対応が課題との発言や、各社が独自に行うCSRアンケート結果をもとに訪問監査を実施してい
る例の紹介などもあり、アンケートの実効性、監査の在り方についてさまざまな意見が出された。
またNGO対応に関しては、社会貢献で協力する機会もあるが、具体的事業案件についてエンゲー
ジメントを行う機会もあり、特に環境負荷の高い案件などは丁寧な対応が必要なケースもあると
いった、さまざまな意見が出されたほか、サステナビリティ全般に関しては、各社がマテリアリ
ティという表現で開示している内容と経営課題の実際、ESG対応などについての意見が多く出さ
れた。

・　…第51回研究会において、委員会社からCSR調達ツールの有効活用、特にグローバル・コンパクト
分科会が製作したツールの概要に関する説明を受け、意見交換を行った。グローバル・コンパク
ト分科会には58社が参加しているほか、NGOも参加しており、共通部分の設問も100問を設定し
ているということを受けて意見交換を行ったが、この動きについて研究会としての対応方針がま
とまるまでには至らなかった。

₂）CSR関連のガバナンス体制の確認
・　…第52回研究会（12.14）においてCSR関連のガバナンス体制を討議テーマに取り上げ、a）委員会

体制、b）所管部署の執行における立場、c）アドバイザリーボード等の状況について各社より説
明があり、席上で提案があったNGOへの対応も含めた各社の体制一覧表を作成し、各社の参考に
供した。

₃）環境セミナーの共同開催
・　…地球環境委員会が企画した環境セミナー（06.26）について、企業の環境改善活動やCSR活動とも

関連する国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」をテーマに取り上げていることから当研究会と
の共同開催として委員の参加を呼びかけた。
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₄）商社行動基準見直しに対する協力
・　…第52回研究会において、事務局から「商社行動基準」見直し検討ワーキンググループ発足及び討

議経過の説明があり、サプライチェーンの対応を中心に意見交換を行った。出席委員からは、a）…
（一社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」は、「サプライチェーンにも本憲章の精神に基づ
く行動を促す」となっているが「促す」の解釈は幅広い、b）実際に二次サプライヤー、三次サ
プライヤーにまで遵守させることは難しいと思われるので、表現を工夫する必要がある、c）「商
社行動基準」におけるサプライチェーン対応の部分は、具体的な記載をせず「サプライチェーン
CSR行動指針に基づき対応」としておけば、将来において「サプライチェーンCSR行動指針」の
改定があっても、「商社行動基準」の記載を修正せずに済むのではないかなどの意見が出された。

・　…第53回研究会（03.16）において、事務局から改定版「商社行動基準」の内容及び周知徹底の取組
みについて説明があり、今後の展開について意見交換を行った。

⑶　会合等の状況

2017.07.07　第50回研究会
　　　　　　・　サプライチェーンCSR等に関するアンケート結果に関する意見交換
　　　　　　・　2017年度環境セミナーについて
2017.09.14　第51回研究会
　　　　　　・　サプライチェーンCSR等に関するアンケート結果に関する意見交換（継続）
　　　　　　・　…CSR調達ツール（グローバル・コンパクト分科会による製作）の有効活用について

の提案・意見交換
2017.12.14　第52回研究会
　　　　　　・　CSR関連のガバナンス体制について
　　　　　　・　日本貿易会における商社行動基準の見直しについて
2018.03.16　第53回研究会
　　　　　　・　2017年度活動報告（案）・2018年度活動方針（案）の審議、2018年度正副座長の選任
　　　　　　・　日本貿易会における商社行動基準の見直しについて

₂．内部統制連絡会

【座　　長】　林…健太郎　豊田通商（株）…ERM部長
【参加会員】　27社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、岡谷鋼機、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神栄、
住友商事、双日、蝶理、豊田通商、東京貿易ホールディングス、長瀬産業、日鉄住金物産、
阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、
明和産業、メタルワン、森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）内部統制報告制度への合理的、効率的な対応
2）内部統制に対する意識啓発、定着と高度化
3）…その他内部統制全般での課題対応（不正リスク対応、海外拠点対応、IT・AI活用等）に重点を置

いて活動を行う。
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⑵　活動概要

₁）委員会社間の協働による知識・対策の向上
・　監査コスト、持分法適用会社における評価・監査について意見交換（2017年度第1回幹事会）
・　…「不正リスク対応を含む国内外子会社管理」、「J-SOX効率化」、「グローバルな内部統制の構築」、

「J-SOXの形骸化防止と高度化」、「CAAT対応」、「J-SOXに対する誤解や過度の期待」をテーマに
グループディスカッション（第38回連絡会）

₂）講演会の開催
・　…内部統制の高度化や内部監査の重要性がますます高まっているなか、新しい技術を理解し取り入

れながら先手を打つことが必要であると認識し、2017年度活動計画に人工知能活用への対応を掲
げた。第一段階として、（一社）人工知能学会会長…山田誠二氏を招き、人工知能の理論的な部分
を学んだ（第37回連絡会）。

・　…第37回連絡会での講演に続き、第二段階目として、有限責任監査法人トーマツ…矢部誠氏を招き、
ITや人工知能活用の内部統制への影響等、より実務的な内容の説明を受けた（2017年度内部統制
セミナー）。

⑶　会合等の状況

内部統制連絡会
2017.10.24　第37回連絡会
　　　　　　・　講演：「人工知能活用の現状と未来像」
　　　　　　　　講師：（一社）人工知能学会会長…山田誠二氏
　　　　　　・　2017年度内部統制連絡会体制確認、委員の加入審議
2018.03.02　第38回連絡会
　　　　　　・　グループディスカッション

内部統制連絡会幹事会
2017.07.20　2017年度第1回幹事会
　　　　　　・　2017年度内部統制連絡会体制…確認
　　　　　　・　第37回・第38回内部統制連絡会の活動詳細検討
　　　　　　・　2017年度内部統制セミナーのテーマ・講師検討
　　　　　　・　監査コスト、持分法適用会社における評価・監査について意見交換

内部統制セミナー
2017.12.08　2017年度セミナー
　　　　　　・　…講演：「社会変化が引き起こす経理業務への影響と会計監査・内部監査の変革〜変

革が進む、会計監査現場からの視点〜」
　　　　　　　　講師：有限責任監査法人トーマツ…矢部　誠氏

３．その他
2017.12.21　日本公認会計士協会と日本貿易会との意見交換会
　　　　　　…　日本公認会計士協会の関根愛子会長、髙濵滋副会長ほかと7商社CFOが出席し、財務

諸表監査制度について意見交換
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Ⅵ．常設懇談会

₁．経済産業省・商社政策懇談会
2017.04.05　第269回懇談会
　　　　　　①　「NEXI特殊会社化について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局貿易保険課長…安楽岡武氏
　　　　　　②　「外国為替及び外国貿易法の改正について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局輸出管理部安全保障管理政策課長…奥家敏和氏
　　　　　　③　「アンチ・ダンピング課税措置を巡る状況」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局輸出管理部特殊関税等調査室長…太田知子氏
　　　　　　④　「アンゴラ繊維工場リハビリ3案件」
　　　　　　　　　丸紅（株）プラント本部長付部長…甲斐健太郎氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　大臣官房審議官（通商政策局担当）… 赤石浩一氏
　　　　　　　　大臣官房審議官（貿易経済協力局担当兼海外戦略担当）… 小林一久氏
　　　　　　　　通商政策局　　…通商政策課長… 信谷和重氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…通商金融・経済協力課長… 藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…通商金融・経済協力課…企画官… 庄司　郁氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…貿易保険課長… 安楽岡武氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…輸出管理部…安全保障管理政策課長… 奥家敏和氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…輸出管理部…特殊関税等調査室長… 太田知子氏
2017.06.07　第270回懇談会
　　　　　　①　「都市輸出等今後のインフラ輸出をめぐる論点」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…通商金融・経済協力課…企画官…庄司…郁氏
　　　　　　②　「我が国の高度外国人材呼び込みの現状と今後の取組」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…技術協力課…企画官…横田和雄氏
　　　　　　③　「農水産品の輸出について」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局…経済連携課…課長補佐…渡辺栄太郎氏
　　　　　　④　｢鉄道車両リース事業｣
　　　　　　　　　三井物産（株）…機械・輸送システム第二本部…航空・交通事業部部長…宮本…学氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　大臣官房審議官（通商政策局担当）… 赤石浩一氏
　　　　　　　　大臣官房審議官（貿易経済協力局担当兼海外戦略担当）… 小林一久氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…通商金融・経済協力課…企画官… 庄司　郁氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…技術協力課…企画官… 横田和雄氏
　　　　　　　　通商政策局　　…経済連携課…課長補佐… 渡辺栄太郎氏
2017.07.05　第271回懇談会
　　　　　　①　「貿易経済協力局の組織再編について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…通商金融・経済協力課長…藤本武士氏
　　　　　　②　「通商白書2017概要」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局企画調査室…課長補佐…下川徹也氏
　　　　　　③　「海外産業人材の育成・活用」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…技術協力課…課長補佐　相川敬子氏
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　　　　　　④　「農産物輸出拡大について」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局…経済連携課…課長補佐…渡辺栄太朗氏
　　　　　　⑤　「日米通商関係」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局…米州課長…浦上健一朗氏
　　　　　　⑥　「シリコンバレーでの取組み」
　　　　　　　　　三菱商事（株）…業務部…米州チームリーダー…伊藤嘉則氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　大臣官房審議官（貿易経済協力局担当兼海外戦略担当）… 小林一久氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…通商金融・経済協力課長… 藤本武士氏
　　　　　　　　通商政策局　　…企画調査室…室長補佐… 下川徹也氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…技術協力課…課長補佐… 相川敬子氏
　　　　　　　　通商政策局　　…経済連携課…課長補佐… 渡辺栄太郎氏
　　　　　　　　通商政策局　　…米州課長… 浦上健一朗氏
2017.09.06　第272回懇談会
　　　　　　①　「働き方改革による企業価値向上」
　　　　　　　　　伊藤忠商事（株）…人事・総務部長…垣見俊之氏
　　　　　　②　「日EU・EPAについて」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局審議官…松尾剛彦氏
　　　　　　③　「中国産高重合度PET樹脂に対するアンチ・ダンピング調査について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…貿易管理部…特殊関税等調査室…寺西規子氏
　　　　　　④　「インフラファイナンスの取組について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…通商金融課…笠井康広氏
　　　　　　⑤　「対北朝鮮制裁について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…貿易管理部…貿易管理課…青木洋紀氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　通商政策局　　…審議官（通商政策局担当）… 松尾剛彦氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…総務課長… 藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…貿易管理部…特殊関税等調査室… 寺西規子氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…通商金融課… 笠井康広氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…貿易管理部…貿易管理課… 青木洋紀氏
2017.11.01　第273回懇談会
　　　　　　①　「LNG産消会議」
　　　　　　　　　経済産業省…資源エネルギー庁…長官官房…国際課長…田中一成氏
　　　　　　②　「日米経済対話第2回会合」
　　　　　　　　　経済産業省…通商政策局…米州課長…浦上健一朗氏
　　　　　　③　「インド製造業の人材育成について-JIM&JECプロジェクト-」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…技術・人材協力課長…栗本　聡氏
　　　　　　④　「越境ECサイト…清酒輸出〜 SAKE…NETWORK〜」
　　　　　　　　　兼松（株）…食糧・食品統括室室長…齋塲仁志氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　貿易経済協力局…審議官（貿易経済協力局・海外戦略担当）…小林一久氏
　　　　　　　　資源エネルギー庁…長官官房…国際課長… 田中一成氏
　　　　　　　　通商政策局　　　…米州課長… 浦上健一朗氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　…技術・人材協力課長… 栗本　聡氏
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2017.02.07　第274回懇談会
　　　　　　①　「海外M＆Aの推進について」
　　　　　　　　　経済産業省…貿易経済協力局…投資促進課長…小泉秀親氏
　　　　　　②　「第三国連携について」
　　　　　　　　　貿易経済協力局…総務課長…藤本武士氏
　　　　　　③　「TPP11及び日EU・EPAについて」
　　　　　　　　　通商政策局…経済連携課長…山口仁氏
　　　　　　④　「日アフリカ官民経済フォーラム開催について」
　　　　　　　　　通商政策局…審議官（通商戦略担当）…中川　勉氏
　　　　　　⑤　「国内不動産事業について」
　　　　　　　　　住友商事（株）…理事…生活資材・不動産本部長…東野博一氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　貿易経済協力局…審議官（貿易経済協力局・海外戦略担当）… 小林一久氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…総務課長… 藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局…投資促進課長… 小泉秀親氏
　　　　　　　　通商政策局　　…経済連携課長… 山口　仁氏
　　　　　　　　通商政策局　　…審議官（通商戦略担当）… 中川　勉氏

₂．新春懇親会
2018.01.05　2018年日本貿易会新春懇親会
　　　　　　・　会員及び政官財界ならびに在日外国大使館・商工会議所の関係者など約800名が出席
　　　　　　・　…小林会長が開催挨拶を述べた後、来賓を代表して主賓の世耕弘成経済産業大臣から

祝辞があり、石毛博行（独）…日本貿易振興機構（ジェトロ）理事長による乾杯発声
ののち懇親

₃．経営者懇談会
2017.12.05　第23回経営者懇談会
　　　　　　・　法人正会員の代表者等30名が出席
　　　　　　・　…小林会長の開催挨拶、河津専務理事の2017年の主要活動報告、加留部副会長の乾杯

発声の後、正副会長が中心となって会員代表者等と幅広い意見交換を行い、会員相
互の懇親を深めた。

₄．輸入団体懇談会・貿易団体懇談会
2018.03.28　第14回輸入団体懇談会・第29回貿易団体懇談会合同懇談会
　　　　　　（座長：樋口　勉・輸入団体懇談会座長（（一財）対日貿易投資交流促進協会理事長））
　　　　　　・　団体正会員の会長、専務理事等が出席
　　　　　　・　講演：「最近の経済外交について」
　　　　　　　　講師：外務省　経済局　政策課長…池上正喜氏
　　　　　　・　…事務局より日本貿易会2017年度事業報告案、日本貿易会2018年度事業計画案、商社

行動基準の改定について説明
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₅．委員長連絡会
2017.07.03　第19回委員長連絡会
　　　　　　・　…18の常設委員会等を含む計19の委員会・研究会・連絡会・タスクフォースの本年度

の委員長・座長が出席
　　　　　　・　…河津専務理事より開会挨拶、田代総務グループ部長より2016年度事業報告及び2017

年度事業計画の説明、山口総務グループ部長・国際社会貢献センター（ABIC）常
務理事よりABIC活動の説明の後、各委員長・座長より各委員会等の活動概要及び
2017年度の活動予定等について説明し、意見・情報交換

₆．常任理事・理事・監事会社連絡会
2017.05.17　第33回連絡会
　　　　　　・　事務局より第162回理事会議案について説明
2017.07.01　第34回連絡会
　　　　　　・　事務局より第354回常任理事会、会長定例記者会見について説明
　　　　　　・　商社研修事業等について説明
2017.09.20　第35回連絡会
　　　　　　・　事務局より第355回常任理事会講演、会長定例記者会見について説明
　　　　　　・　…「日本貿易会及び国際課税協議会の平成30年度税制改正要望」、日本貿易会創立70周

年記念シンポジウム、「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同提言」に
ついて説明

2017.11.15　第36回連絡会
　　　　　　・　事務局より第355回常任理事会講演、会長定例記者会見について説明
　　　　　　・　…「商社安全保障貿易管理行動基準」、共同提言「11ヵ国によるTPPの早期提言を求め

る」、創立70周年記念シンポジウム、第13回日本貿易会賞懸賞論文、「日本貿易会70
年の歩み（自由貿易の旗手として）」発刊について説明

2018.02.21　第37回連絡会
　　　　　　・　事務局より第357回常任理事会講演、会長定例記者会見について説明
　　　　　　・　…商社行動基準改定、中国輸出管理法草案についての米欧日産業団体連名意見書、平

成30年度税制改正当会要望実現事項、日中社会保障協定実質合意、商社研修事業、「日
本貿易の現状2018」「商社ハンドブック2018」発刊について説明

2018.03.22　第38回連絡会
　　　　　　・　事務局より第163回理事会、次期会長内定記者会見について説明
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Ⅶ．講演会
・　…定例午餐会を4回、ゼミナールを18回開催し、経済・通商・国際情勢等について時宜を得た情報を

提供。参加者へアンケートを実施し、要望や意見を企画に反映するよう努めた。

₁．定例午餐会
2017.04.14… 第1614回… 「日米中関係の展望と課題」
… … 同志社大学…法学部…教授… 村田晃嗣氏
2017.07.14… 第1615回… 「最近のアジア情勢」
… … 外務省　アジア大洋州局長… 金杉憲治氏
2017.10.06… 第1616回… 「経営の針路　〜世界の転換期で日本企業はどこを目指すか」
… … 早稲田大学　商学学術院経営管理研究科　教授… 平野正雄氏
2018.01.26… 第1617回… 「2018年の日本を取り巻く地政学リスク展望」
… … （株）日本総合研究所　国際戦略研究所　理事長… 田中　均氏

₂．日本貿易会ゼミナール
2017.04.18… 第335回… 「新・所得倍増論　〜日本の『潜在能力』をフルに活用するために〜」
… … （株）小西美術工藝社　代表取締役社長… デービッド・アトキンソン氏
2017.05.11… 第336回… 「中国経済の現状と展望」
… … （株）富士通総研…経済研究所…主席研究員… 柯　　隆氏
2017.05.16… 第337回… 「伝える極意　〜言葉を超えて、人をつなぐ」
… … （株）サイマル・インターナショナル　顧問・会議通訳者… 長井鞠子氏
2017.06.07… 第338回… 「朝鮮半島を中心とする東アジア情勢」
… … 金沢工業大学虎ノ門大学院
… … イノベーションマネジメント研究科…教授… 伊藤俊幸氏
2017.06.13… 第339回… 「商社業界の現状と展望　〜構造変化の試行錯誤続く」
… … みずほ証券（株）　エクイティ調査部　シニアアナリスト… 林　明史氏
2017.07.26… 第340回… 「通商白書2017…概要」
… … 経済産業省…通商政策局…企画調査室　室長補佐… 下川徹也氏
2017.09.26… 第341回… 「2017年度下期の経済展望」
… … みずほ証券（株）　金融市場調査部
… … チーフマーケットエコノミスト… 上野泰也氏
2017.09.27… 第342回… 「最近のサウジアラビア情勢」
… … （独）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　上席主任調査研究員… 福田安志氏
2017.10.13… 第343回… 「インド・デジタル経済の現状と今後の展望」
… … 日本経済新聞社　編集局　シニアエディター　兼
… … 日本経済研究センター　アジア研究本部　主任研究員… 山田　剛氏
2017.11.07… 第344回… 「最近の中国情勢」
… … 東京大学　大学院法学政治学研究科　教授… 高原明生氏
2017.11.29… 第345回… 「アジアの安全保障情勢　〜北朝鮮問題・トランプ政権のアジア政策」
… … 慶應義塾大学　総合政策学部…准教授… 神保　謙氏
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2017.12.12… 第346回… 「ポピュリズムの時代　トランプ政権と世界」
… … 東京大学　大学院法学政治学研究科　教授… 藤原帰一氏
2017.12.22… 第347回… 「石油市場の現状と今後の展望」
… … （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構
… … 調査部…主席エコノミスト… 野神隆之氏
2018.01.25… 第348回… 「2018年日本経済の展望」
… … （株）第一生命経済研究所　首席エコノミスト… 熊野英生氏
2018.02.22… 第349回… 「世界経済の現状と展望」
… … 日本銀行　国際局長… 中田勝紀氏
2018.02.23… 第350回… 「ロシア大統領選挙と日ロ関係の展望」
… … 防衛省…防衛研究所　地域研究部長… 兵頭慎治氏
2018.03.07… 第351回… 「サウジアラビア情勢をどう見るか」
… … 前サウジアラビア駐箚特命全権大使… 奥田紀宏氏
2018.03.15… 第352回… 「日本と世界の金融経済情勢」
… … 慶應義塾大学　総合政策学部　教授… 白井さゆり氏
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Ⅷ．調査・広報活動

₁．シンポジウムの開催
日　時 ： 2017年10月26日（木）14時〜15時
会　場 ：日経ホール
参加者 ： 427名
第１部 「『内なるグローバル化』による新成長戦略と商社」出版記念
　モデレーター ：秋山　勇 特別研究会座長

伊藤忠商事（株）伊藤忠経済研究所長
　パネリスト ：猿山純夫 特別研究会主査

（公社）日本経済研究センター　首席研究員
赤星　康 （独）日本貿易振興機構　副理事長
吉崎達彦 （株）双日総合研究所…チーフエコノミスト

第₂部 商社の過去・現在・未来－商社の目指す“未来像”
　モデレーター ：榎戸教子 経済キャスター・常葉大学非常勤講師
　パネリスト ：吉崎達彦 （株）双日総合研究所チーフエコノミスト
（発表順） 平栗拓也 三菱商事（株）経営企画部コーポレート部門担当部長

森本　晃 SMBC日興証券（株）　株式調査部　シニアアナリスト
伊丹敬之 国際大学学長

₂．刊行物等

⑴　「『内なるグローバル化』による新成長戦略と商社」（2017.10）

・　「内なるグローバル化と商社の役割」特別研究会による成果を（株）文眞堂より出版
　　監修：猿山　純夫
　　著　：日本貿易会「内なるグローバル化と商社の役割」特別研究会

⑵　「Shosha�Handbook�2017」（2017.07）

・　…『SHOSHA:…Creating…Value…Globally』（Shosha…Handbook…2017）（昨年度に大幅リニューアルした…
『商社〜グローバルな価値創造に向けて』（商社ハンドブック2017）の英語版）を2017.07.01発刊
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⑶　「日本貿易会70年の歩み」（2017.10）

・　…創立70周年記念事業として、70年の活動におけるドラマやエピソードを紹介した冊子『日本貿易
会70年の歩み　〜自由貿易の旗手として』を発刊、2017.10.24記者発表

⑷　「商社ハンドブック2018」（2018.03）

・　…商社の活動内容をより多くの方に理解いただくために、商社の役割や提供するサービスを分かり
やすく紹介した『商社　〜グローバルな価値創造に向けて』（商社ハンドブック2018）（和文）を
発刊、2018.03.28記者発表

⑸　「日本貿易の現状�Foreign�Trade�2018」（2018.03）

・　…財務省が2018年1月末に発表した貿易統計をベースに、2017年の貿易動向を地域別・商品別にとり
まとめて解説を加えた『日本貿易の現状…Foreign…Trade　2018』（通算第43号）を発刊、2018.03.28
記者発表

　　　副題：　中国、アジア向け輸出が過去最大
　　　　　　　貿易収支は2年連続の黒字
　　　特徴：　輸出：　78.3兆円　2年ぶりの増加　（前年比12％増）
　　　　　　　輸入：　75.3兆円　3年ぶりの増加　（　同　14％増）
　　　　　　　収支：　…3.0兆円　2年連続の黒字
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⑹　日本貿易会月報

・　2017.04月号より月報紙面のフルカラー化を実施
・　2018年01・02月号より写真を大きく使用した表紙デザインに変更

＜2017年度発行月報表紙＞

＜2017年度特集テーマ＞
2017.04… No.757　日本貿易会70周年記念…特別企画　歴史と未来〜その関係を考える〜
2017.05… No.758　ヘルスケアビジネス特集
2017.07・08… No.760　欧州情勢特集
2017.09… No.761　中国特集〜国交正常化45周年を迎えた日中関係とさらなる交流の深化に向けて
2017.09… No.761　日本貿易会設立70周年記念・国際大学設立35周年記念　特別対談
2017.11… No.763　スチールビジネス特集
2018.01・02… No.765　新春特集
2018.03… No.766　商社が担う地方創生特集
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⑺　英文ニュース『JFTC�News』

2017.07　No.145 2018.02　No.146

⑻　おしごと年鑑2017

・　…朝日新聞社発刊の小中学生向けキャリア教育教材『おしごと年鑑2017』に協賛（国内の小中学校
全校に配布）、日本の貿易概況、商社の活動及び ｢JFTCキッズサイト｣ をアニメで紹介（2017.07）

⑼　「2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」

₃．メディア対応

⑴　会長記者会見

①　定例記者会見（冒頭発言における主なテーマ）
　　2017.05.17　日本貿易会創立70周年、仏大統領選挙結果、TPP11
　　2017.07.19　熊本豪雨お見舞い、日・EU…EPA、TPP11、懸賞論文募集
　　2017.09.20　衆院解散・総選挙、TPP11、懸賞論文募集状況、商社シンポジウム
　　2017.11.15　TPP11大筋合意、商社シンポジウム、特別研究会報告出版、70年のあゆみ
　　2018.02.21　足元の株価乱高下等、TPP調印への期待、日中社会保障協定合意

83

Ⅷ．調査・広報活動



②　会長人事内定記者会見
　　2018.03.22　…小林栄三会長の後任会長候補として、中村邦晴副会長を2018.05.31開催予定の通常総

会で推薦することが決定した旨を発表
③　会長コメント等
・　…メディアを通じた情報発信を増やすため、政治・経済・通商等にかかわる節目をとらえ、積極的

に会長コメント等を発出（計6回）
　　2017.07.06　「日EU…EPAの大枠合意に関する小林会長コメント」
　　2017.08.03　「第3次安倍内閣第3次改造内閣への期待に関する小林会長コメント」
　　2017.11.01　「第4次安倍内閣への期待に関する小林会長コメント」
　　2017.11.11　「TPP大筋合意実現に関する小林会長コメント」
　　2018.03.09　「TPP11協定署名と米国の輸入制限に関する小林会長コメント」
　　2018.03.23　「米国の通商法301条発動に関する小林会長のコメント」
④　寄稿
　　2018.01.05　経済産業公報への小林会長の「年頭所感」寄稿

⑵　記事広告

　　2017.06.26　日本経済新聞（商社連合特集及び懸賞論文募集）
　　2017.07.01　Japan…Times（日本貿易会賞懸賞論文募集）
　　2017.07.01　Japan…Times…Online（日本貿易会賞懸賞論文募集）
　　2017.09.12　週刊東洋経済（9月12日号）（商社シンポジウム参加者募集）
　　2017.09.14　日本経済新聞（商社シンポジウム参加者募集）
　　2017.09.26　週刊東洋経済（9月26日号）（商社シンポジウム参加者募集）
　　2017.09.27　日経産業新聞（商社特集）
　　2017.11.28　日本経済新聞（商社シンポジウム事後採録記事広告）
　　2018.01.29　日本経済新聞（日本貿易会賞懸賞論文結果発表）

⑶　貿易記者会記者発表

　　2017.06.12　第13回日本貿易会賞懸賞論文募集について
　　2017.09.08　日本貿易会創立70周年記念シンポジウム開催のご案内
　　2017.10.16　『「内なるグローバル化」による新成長戦略と商社』発刊のお知らせ
　　2017.10.23　安倍総理大臣への「11ヵ国によるTPPの早期実現を求める」要望の提出
　　2017.10.24　『日本貿易会70年の歩み〜自由貿易の旗手として〜』発刊のお知らせ
　　2017.12.05　2018年度わが国貿易収支、経常収支の見通し
　　2017.12.08　第13回日本貿易会賞懸賞論文結果発表について
　　2018.03.22　会長人事について
　　2018.03.22　日本貿易の現状2018・商社〜グローバルな価値創造に向けて2018発刊

₄．日本貿易会ホームページコンテンツ

⑴　コンテンツ制作・更新等

　　2017.06   　日本貿易会賞懸賞論文受付サイト更新（受付開始）
　　2017.06   　JFTCキッズサイト…キッズNEWS「日本貿易の現状と課題」リニューアル
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　　2017.07   　「おしごと年鑑2017のご紹介」掲載
　　2017.11   　「商社安全保障貿易管理行動基準」掲載
　　2017.12   　JFTCキッズサイト…キッズNEWS「日本貿易の現状と課題」リニューアル
　　2018.03   　「月報オンライン」コンテンツ（〜 2000年度）移行完了
　　　　　　　　広報委員会18社のニュースリリース情報更新（毎月）

₅．第13回日本貿易会賞懸賞論文

⑴　活動概要

①　募集概要
　　募集テーマ：　「自由貿易体制の今後のあり方　〜課題と処方箋〜」
　　賞金　　　：　日本貿易会賞大賞100万円×1点、優秀賞20万円×3点
　　応募資格　：　不問（国籍等を問わない）
　　言語　　　：　日本語もしくは英語
　　分量　　　：　10,000字／ 4,000words以内
②　応募概要
　　応募数　　：　266点
　　国籍　　　：　64ヵ国
　　所属　　　：　学生50％・ビジネスパーソン43％
　　言語　　　：　日本語1割、英語9割
　　年齢　　　：　平均30歳（40歳未満8割、最高齢80歳・最年少11歳）
③　入賞者及び入賞作品
　　【大賞】　　　　（賞金100万円）… 該当作品なし
　　【優秀賞】　　　（賞金各20万円）…
　　・　「自由貿易は最善の政策か？」
　　　　アンナ・リー・アリ氏（トリニダード・トバゴ）
　　・　「日EU自由貿易協定－グローバル貿易体制を改善するための青写真」
　　　　ヤン・ウルリッヒ・ロタハー氏（ドイツ）
　　・　「市場開放で日本経済の体質改善を〜人口減社会下での経済成長のために〜」
　　　　ストーンさちこ氏（日本）
　　【審査委員長特別賞】　（賞金10万円）
　　・　「自由貿易：21世紀に経済的・社会的を同時に満たすものとして」
　　　　スラービー・チャトゥルヴェーディー氏（インド）
④　懸賞論文審査委員会
　　委員長　　中島厚志　　　（独）経済産業研究所　理事長
　　副委員長　飯田香織　　　日本放送協会　ロサンゼルス支局長
　　　　　　　小林慶一郎　　慶應義塾大学　経済学部　教授
　　委員　　　武田　淳　　　伊藤忠商事（株）…伊藤忠経済研究所…主席研究員
　　　　　　　池　　毅　　　住友商事グローバルリサーチ（株）　渉外部長
　　　　　　　萩野文子　　　（株）双日総合研究所　主任研究員
　　　　　　　坂根正之　　　豊田通商（株）　渉外広報部　渉外・調査室　室長
　　　　　　　松原弘行　　　丸紅（株）　経済研究所　副所長　兼　産業調査チーム長
　　　　　　　海老根知子　　（株）三井物産戦略研究所　総合企画室
　　　　　　　飯塚和彦　　　三菱商事（株）　業務部　部長代行
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　　　　　　　河津　司　　　（一社）日本貿易会　専務理事
　　　　　　　岩城宏斗司　　（一社）日本貿易会　常務理事
　　　　　　　亀岬睦也　　　（一社）日本貿易会　広報・調査グループ長
⑤　委員会の開催状況
2017.05.24　2017年度第1回懸賞論文審査委員会
　　　　　　・　募集内容について検討しテーマ等を決定
　　　　　　・　審査基準等について検討し了承
　　　　　　・　募集方法、今後のスケジュール等について説明
2017.11.22　2017年度第2回懸賞論文審査委員会
　　　　　　・　…第13回日本貿易会賞懸賞論文の最終審査、優秀賞ならびに審査委員長特別賞候補作

品を決定
　　　　　　・　今後のスケジュール等について説明
⑥　実施スケジュール
2017.04.21　第26回懸賞論文・海外広報タスクフォース（企画案検討）
2017.05.24　2017年度第1回懸賞論文審査委員会（募集要項検討）
2017.06.12　募集発表（貿易記者会等）・募集開始
2017.09.08　募集締切
　　〜　　　一次審査
2017.11.22　2017年度第2回懸賞論文審査委員会（最終審査）
2017.12.08　審査結果発表（貿易記者会等）
2018.01.05　表彰式（於…ホテルニューオータニ）
2018.01.22　日本貿易会月報1・2月号に受賞作品要旨等を掲載
2018.02.10　月刊「VOICE」3月号（PHP研究所）に受賞作品要旨を掲載

₆．教員に対する民間企業研修
・　…（一財）経済広報センターが実施する教員の民間企業研修に協賛し、経験10年程度の教員を中心に、

東京都教育委員会から高等学校等の教諭8名、中野区教育委員会から小中学校の教諭7名を受け入
れて3日間の研修を実施

・　…研修目標を参加教員の方々が生徒たちに貿易の重要性、商社はどんなビジネスをしているかを伝
えられるようになってもらうことにおき、以下の講義・視察・見学などを提供

　　実施スケジュール
　　2017.07.26　・日本貿易会についての基本的説明
　　　　　　　　・ABICが行う留学生支援活動説明
　　　　　　　　・日本語研修留学生との意見交換
　　　　　　　　・東京税関における通関事務室、税関検査場、東京港施設の見学
　　2017.07.27　・会員商社（兼松（株））訪問、同社の概要、取組案件についての説明
　　　　　　　　・団体の種類、日本貿易会を含む各種団体の役割についての説明
　　　　　　　　・トヨタL&Fにおける物流施設の稼動状況、物流改善の方法等実地見学
　　2017.07.28　・新東京丸に乗船し東京港の役割と機能について見学
　　　　　　　　・会員商社（長瀬産業（株））訪問、同社の概要、取組案件についての説明
　　　　　　　　・在日豪州大使館を訪問、資源・農産品関連の日豪関係理解を促進
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留学生の日本語研修風景見学 豪州大使館にて
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Ⅸ．ABICへの委託事業
　日本貿易会は、特定非営利活動法人国際社会貢献センター（ABIC）に対して事業委託契約にもと
づき社会貢献活動事業を委託している。ABICが2017年度に実施した主な事業活動は以下のとおり。

₁．会員関係
　　　　　　　　　… 2018年3月末… 2017年3月末比
　　　　法人正会員… 16社・1団体… 増減なし　
　　　　個人正会員… 12名　　… 1名増　　
　　　　法人賛助会員… 3社　　… 1社減　　
　　　　個人賛助会員… 314名　　… 90名減　　
　　　　活動会員… 2,836名　　… 86名増　　

₂．活動実績
・　2017年度活動延べ人数2,447名
　　（2016年度は2,395名。2000年度からの累計：22,628名）

₃．活動概要
・　…国際社会貢献に関する人材の紹介・推薦事業として、政府機関関連への協力、NGO・NPO・国際

機関等への協力、地方自治体への協力・中小企業支援、日本企業への海外赴任前講習の実施、外
国企業の対日ビジネス支援、大学・大学院・社会人講座等での講座実施、小・中・高等学校での
国際理解教育・職業講話や在日外国人子女への教育支援・生活適応指導、在日留学生支援・交流、
一般人材紹介等、多岐にわたる活動を展開した。

⑴　政府機関等への協力

・　…ODA関連等への人材紹介、政府関係諸事業の受託、本邦中小企業支援関連への人材紹介、セミナー
等への講師派遣など

　　海外での活動
　　…JICA海外長期・短期専門家（エジプト・ザンビア・タンザニア・ミャンマー）、科学技術振興機

構インド（ニューデリー）事務所長、内閣府対米広報短期派遣員、在ロシア日本センター研修事
業講師、国際交流基金「日本語パートナーズ派遣事業」支援員等

　　国内での活動
　　…JETRO新輸出大国コンソーシアム専門家、JETRO輸出有望案件発掘支援事業専門家、中小企業

基盤整備機構の中小企業支援事業アドバイザー、科学技術振興機構専門職、厚生労働省外国人就
労・定着支援事業の日本語講師等

・　…農林水産省、厚生労働省、経済産業省、中小企業庁、関係省庁等とのコンタクトを継続し、公募
案件へ対応

・　当分野活動実績延べ166名（2016年度比73名増）
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⑵　NGO・NPO等への人材推薦・紹介、活動強化への協力

・　当分野活動実績延べ2名（2016年度比増減なし）

⑶　地方自治体への協力、中小企業支援

・　…地方自治体の推進する中小企業育成支援（国内外販路開拓等）や農産品輸出促進・企業誘致等へ
の協力、中小企業への直接支援・協力（国内外販路開拓、経営支援等）を行った。

　　業務委託契約締結先の地方自治体
　　…東京都品川区、横浜市経済局、神戸市経済局、和歌山県、わかやま産業振興財団、やまぐち産業

振興財団、鳥取県産業振興機構、石川県、福井県、宮崎県、高知県移住促進・人材確保センター、
自治体国際化協会など

・　…青森県物産振興協会、福島県及び福島県貿易促進協議会、茨城県中小企業振興公社、千葉県産業
振興センター、埼玉県産業振興公社、東京都中小企業振興公社、富山県新世紀産業機構、富山県
環日本海経済交流センター、滋賀県産業支援プラザ、佐賀県、滋賀県彦根市、東大阪市産業創造
勤務者支援機構などに人材を紹介

・　会員の活動が評価を受け、各所より人材紹介要請があり活動機会が広がった。
・　当分野活動実績延べ794名（2016年度比98名減）

⑷　外国企業の対日ビジネス支援等

・　外国企業の日本進出・販路開拓支援及び日本企業の海外赴任者研修等
・　…国際見本市（Nanotech…2018、Foodex…2018等）での同行商談通訳等、バイリンガル・ビジネスア

ドバイザーを外国企業等から直接要請を受けて活動
・　…海外赴任前研修を多数実施。日本貿易会からの受託事業や会員企業等への出前研修の他、自治体

や業界団体等での研修も実施。大手研修会社や人材派遣会社への講師派遣も行った。
・　当分野活動実績延べ144名（2016年度比5名減）

⑸　大学・大学院・社会人講座等での講座

・　年間39大学・組織へ講師を派遣し、71講座、1,331コマを実施
　　対象大学数、年間講座数は減少したが、講師の入れ替えや魅力ある講座の組み立てに注力
・　…新規講座として、東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科「多国籍企業とグローバリ

ゼーション」、亜細亜大学経済学部「経済学特講（アジアに住む）」を実施
・　当分野活動実績延べ300名（2016年度比11名増）

⑹　国際理解教育・職業講話、日本語指導等

・　小・中・高等学校や教職員への国際理解講義・職業講話を実施
・　…関西学院大学との連携で海外からの留学高校生と日本の高校生が交流する「高校生国際交流の集

い」（1泊2日）を実施。青山学院大学との連携で行う「高校生国際交流の集いABICキャンプ」も
日帰りで実施

・　…東京都多摩市立教育センター及び新宿未来創造財団に協力し、外国籍児童・生徒に対する日本語
学習支援を実施

・　当分野活動実績延べ166名（2016年度比10名増）
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⑺　在日留学生支援・交流

・　…東京国際交流館で、日本語広場、日本文化教室（書道、華道、茶道、囲碁、将棋、空手）に講師
を派遣するとともにバザー、フェスティバル等の催しに協力

・　…兵庫国際交流会館で、日本語広場、日本文化教室（書道、華道、空手）に講師を派遣するともに
バザーに協力

・　…2006年度から開始した東京国際交流館での留学生家族支援（健康診断、子女入園・入学手続き等）
を実施

・　東京外国語大学留学生支援協会の留学生や会員商社の外国人社員への日本語指導を実施
・　当分野活動実績延べ675名（2016年度比4名増）

⑻　その他の活動

・　会員会社の社会貢献事業の受託（三井物産「在日ブラジル人子女教育支援」）
・　…中京大学／帝京大学／日本文化大学／神田外語大学の教授・講師、東京外国語大学の職員、日仏

会館の事務局長などへ人材紹介を継続
・　ABIC日本語教師養成講座（第22期及び第23期）を実施、23名が受講修了
・　当分野活動実績延べ200名（2016年度比57名増）

⑼　活動会員関係（会員勧誘、会員スキルアップ等）

・　ABIC入会案内を会員会社経由で関係者に配布
・　…大学等で“日本語で”講義を行うための勉強会（2017.11、参加者：20名）、同“英語で”講義を

行うための勉強会（2017.12、参加者：17名）を実施
・　…2006.10に開講した日本語教師養成講座を10年以上継続しており、今年度の修了者23名を合わせ、

これまでの修了者は合計216名となる。修了者は主にボランティアの日本語講師として活躍してい
る。

・　…改正個人情報保護法の内容を正確に理解するとともに個人情報保護法の規定を確認する内容の研
修をコーディネーター及び事務局全員に対して実施

₄．ABIC活動の内外広報活動等
・　活動会員・関係先向け『ABIC…Information…Letter』を年3回（2017.06、2017.11、2018.03）発行
・　…日本貿易会の機関誌『日本貿易会月報』の「ABIC…PLAZA」のコーナーでABIC…の活動報告や活

動会員のレポートを毎号掲載し、ABICの活動をPR・紹介
・　…週刊東洋経済（2017.09.30号）特集「生涯現役で働く」で経験を活かして退職後も活躍している人

の「商社編」としてABICの取組み、会員の活躍が掲載
・　…東京都教職員研修、北海道総合研究調査会（HIT）、個別企業や団体向けなどにおけるプレゼン実

施
・　…国際交流基金「日本語パートナーズ派遣事業委員会」、文部科学省「住環境・就職支援受入環境充

実事業委員会」、放送番組国際交流センター「番組評価委員会」、その他関係先にABICの理解促
進のための広報活動を積極的に行った。

・　…東京国際交流館・兵庫国際交流会館の新入館生歓迎会やバザーなどのイベントに協力。特にバザー
では、ABIC活動会員ならびに日本貿易会／社会貢献ABIC委員会経由で法人正会員各社にも広く
案内し多くの寄贈品を提供するとともに、売上金を交流会館に寄付。また、バザー当日には「ABIC
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ブース」を設置し、内外の来場者にABICの活動内容の説明ならびに各種講座の申し込みを受け
付けた。夏の「東京国際交流館フェスティバル」では、茶道、華道、書道の体験コーナーを設け
て日本の伝統文化に接する機会を提供

₅．事務局関係
・　…事務局長1名、コーディネーター 20名（東京15名、大阪5名）、パート事務職2名、合計23名で事務

局活動を行った。
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Ⅹ．外部活動

₁．国公賓歓迎昼食会等
2017.04.05〜06　…【国賓】スペイン王国フェリペ6世国王陛下及び同王妃陛下来日宮中晩餐会及び朝食

会
　　　　　　　　・　…04.04 〜 07まで国賓として来日されたフェリペ6世スペイン王国国王陛下及び

同王妃陛下を招いて、04.05に天皇・皇后両陛下主催の宮中晩餐会が行われ、
小林会長夫妻が出席。04.06にはスペイン大使館主催の同来日記念の朝食会が
開催され、小林会長が出席

2017.04.07　　　ASEAN経済大臣歓迎昼食会
　　　　　　　　・　…04.06 〜 09まで、「ASEAN経済大臣ロードショー」（経済産業省）として

ASEAN10 ヵ国の経済担当大臣及びASEAN事務総長が日本に招待され、企業
視察やシンポジウムへの登壇等を行った。

　　　　　　　　・　…本会は日本商工会議所（幹事）、（一社）日本経済団体連合会（以下：経団連）、
（公社）経済同友会（以下：同友会）、ASEAN日本経済協議会日本委員会との
共催で、04.07に歓迎昼食会を東京ステーションホテルにおいて開催、当会を
代表して朝田照男・日本貿易会顧問（丸紅（株）会長）が出席、日本側・
ASEAN側合わせて約90人が出席

2017.11.27　　　【国賓】ルクセンブルク大公国大公殿下及び妃殿下来日宮中晩餐会
　　　　　　　　・　…11.27 〜 30まで国賓として来日されたアンリ・ルクセンブルク大公国大公殿下

を招いて、11.27に天皇・皇后両陛下主催の宮中晩餐会が行われ、小林会長夫
妻が出席

2018.01.18　　　【公式実務訪問賓客】豪州ターンブル首相来日歓迎昼食会
　　　　　　　　・　…01.18に実務訪問賓客として来日されたマルコム・ターンブル豪州首相を招い

て、日豪経済委員会主催、７機関（日本・東京商工会議所、経団連、同友会、
日本貿易会、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、日本貿易振
興機構、在日オーストラリア大使館）の後援により、歓迎昼食会をザ・プリン
ス…パークタワー東京において開催し、小林会長・河津専務理事が出席、両国
政府及び財界関係者等が約140名出席

₂．国際会議への出席
2017.09.25〜26　第42回中東協力現地会議
　　　　　　　　・　…（一財）中東協力センター及び経済産業省の主催により、第42回中東協力現地

会議が2017.08.26 〜 27にオーストリア共和国・ウィーンで開催され、「内外の
要因で流動化する中東と日本の対応」をテーマに議論が行われた。

　　　　　　　　・　…本会を代表して市場委員会委員長会社である伊藤忠商事（株）より伊藤忠イラ
ン会社…平山公士氏が出席し、「イランビジネスレポート（制裁解除後の動向）」
をテーマに2016年1月経済制裁解除・緩和となったイランに関する輸出入の動
向、諸外国及び日本企業の進出状況、イランビジネス拡大のための課題と政府
への要望について発表
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2017.09.26〜27　第49回日韓経済人会議
　　　　　　　　・　…（一社）日韓経済協会及び（一社）韓日経済協会の主催により、第49回日韓経

済人会議が韓国・ソウルで開催され、「激動する国際情勢における更なる日韓
協力、新たな分野へ挑戦し、ともに未来を拓こう！」をテーマに、最近の激動
する国際情勢の中、第4次産業革命・日韓両国共通の社会課題の解決・青少年
育成交流などについて活発かつ真摯な議論が行われ、次の50年に向けた未来志
向の日韓共同声明を採択した。

　　　　　　　　・　…事務局が出席
2017.10.08〜10　第55回日豪経済合同委員会会議
　　　　　　　　・　…日豪／豪日経済委員会の主催により、第55回日豪経済合同委員会が日本・東京

で開催され、「変化をチャンスに－混迷する世界とビジネス」をテーマに、保
護主義が台頭する世界での日豪関係、有望分野における相互投資、資源開発の
効率化と新エネルギー、金融分野の展望、次世代リーダーから見た日豪ビジネ
スの課題とチャンス、イノベーションとAI等のテーマについて、活発な議論
が行われた。両国関係のさらなる深化に向け、日豪両国を含むTPP11の早期発
効、豪州における就労ビザ改正問題の改善、両国連携によるイノベーションや
有望分野の拡大と第三国展開の推進が必要との点で意見が一致し、実現に向け
て具体的に取り組む旨の共同声明を採択した。

　　　　　　　　・　…事務局が出席
2017.11.02〜03　第54回日米財界人会議
　　　　　　　　・　…日米／米日経済協議会の主催により、第54回日米財界人会議が米国・ワシント

ンで開催され、「岐路に立つ世界と日米の絆」をテーマに日米の政治経済と安
全保障、通商・投資協力、労働生産性、デジタル革命、ヘルスケア・イノベー
ション、旅行観光、エネルギー、金融サービスの分野における日米協力の必要
性等について議論が行われた。両協議会は、ルールに基づく自由貿易システム
は、経済成長、雇用創出及び参加国のイノベーションや回復力を促進するとい
う認識で一致し、TPPから米国が脱退することを決定して以降、日本政府が
TPP11の実現に向けてリーダーシップを発揮していることを十分に評価し、日
米経済関係を一層深化させるとともに、アジア太平洋地域全般における貿易・
投資に関する高水準の基準を設けるべく、二国間の枠組みに関する日米間の議
論が加速することへの期待を盛り込んだ共同声明を採択した。

　　　　　　　　・　…事務局が出席

₃．在日大使館・在外公的機関等との交流
2017.04.11　　　駐中華人民共和国駐日本国大使館宋耀明公使による会長表敬
　　　　　　　　・　…2017.01に着任された駐日中国大使館の宋…躍明公使が小林会長を表敬訪問、

2017年は日中国交正常化45周年の節目の年にもあたり、日中ビジネス関係等に
ついて種々意見交換

2018.03.22　　　ニューヨーク市経済開発公社と市場委員会委員長会社との懇談
　　　　　　　　・　…ニューヨーク市経済開発公社…パートナーシップ…シニア・バイス・プレジデン

ト…マーク・トーマス氏他の来日にあたり、商社からみた米国市場の魅力、米
国への投資等について市場委員長会社（伊藤忠商事（株））と意見交換
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₄．その他
2017.04.18　　　韓国貿易協会への協力
　　　　　　　　・　…（一社）韓国貿易協会より「第16回韓国商品展示・商談会」（2017.04.18）への

後援名義使用について協力依頼があり受諾、開幕式に河津専務理事が出席

駐日公使…宋耀明氏
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Ⅺ．協力依頼
・　2017.04.14　…加工食品の原料原産地表示の改正に係るパブリックコメントへの意見提出について

（（一財）食品産業センター）
・　2017.04.17　…外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の2年間延長について　…

（経済産業省）
・　2017.04.17　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.04.28　「働き方・休み方改善取組事例集」について（厚生労働省）
・　2017.04.28　人材育成支援策のご案内　（厚生労働省）
・　2017.04.28　建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施について（厚生労働省）
・　2017.04.28　セキュリティ関連情報提供サービス（経済産業省）
・　2017.04.28　…オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査の試行プロジェクト公募について…

（経済産業省）
・　2017.04.28　JICA安全対策措置の照会窓口の設置（（独）国際協力機構）
・　2017.05.08　北朝鮮産石炭の輸入禁止の徹底について（経済産業省）
・　2017.05.23　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.06.02　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.06.02　海外居住者の年金受給資格期間の短縮について（厚生労働省）
・　2017.06.02　…「雇用関係助成金のご案内〜雇用の安定のために〜」（平成29年4月版）（詳細版）…

（厚生労働省）
・　2017.06.02　障害者差別解消法に関する調査・周知について（経済産業省）
・　2017.06.02　新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について（内閣官房）
・　2017.06.02　今後実施すべき標準化テーマ等に関する調査について（経済産業省…貿易経済協力局）
・　2017.06.02　第11回製品安全対策優良企業表彰（経済産業省）
・　2017.06.02　改正個人情報保護法全面施行（経済産業省…貿易経済協力局）
・　2017.06.12　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.06.19　経済産業研究所特別セミナー「通商白書2017」（経済産業省）
・　2017.07.03　職場における熱中症予防対策（厚生労働省）
・　2017.07.03　職場意識改善助成金（厚生労働省）
・　2017.07.03　…労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の…

一部を改正する省令の施行について（厚生労働省）
・　2017.07.03　テレワーク・デイ（経済産業省）
・　2017.07.03　夏季における年次有給休暇の取得促進に係る周知について（厚生労働省）
・　2017.07.03　…消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について（再要請）…

（経済産業省）
・　2017.07.11　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.07.26　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.07.31　両立支援等助成金に関する周知資料の送付について（厚生労働省）
・　2017.07.31　平成29年度全国労働衛生週間に関する協力依頼について（厚生労働省）
・　2017.07.31　特定外来生物の国内への侵入防止に係る対応について（経済産業省）
・　2017.07.31　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.08.07　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2107.08.18　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.08.29　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
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・　2017.08.29　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.08.31　熱中症予防対策の徹底について（厚生労働省）
・　2017.08.31　…労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する

省令の施行について（厚生労働省）
・　2017.08.31　10月における年次有給休暇の取得促進に係る周知について（厚生労働省）
・　2017.09.11　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.09.21　外国公務員贈賄防止指針の一部改訂（経済産業省）
・　2017.09.25　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2017.10.02　女性労働者の母性健康管理（厚生労働省）
・　2017.10.02　無期転換ルールの円滑な導入（経済産業省）
・　2017.10.02　…長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書の送付に

ついて（厚生労働省）
・　2017.10.02　…「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」の公表について…

（（一社）日本経済団体連合会）
・　2017.10.02　…働き方・休み方改善指標パンフレット及びポータルサイトリーフレットご送付の件…

（厚生労働省）
・　2017.10.05　…タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について…

（外務省、財務省、経済産業省）
・　2017.10.12　「平成29年度輸出に取り組む優良事業者表彰」表彰候補の募集について（経済産業省）
・　2017.10.12　WTC合同講演会の件（（一社）世界貿易センター東京）
・　2017.10.31　「ローカルファイル相談デスク」開催セミナー（経済産業省）
・　2017.10.31　「外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について」（財務省）
・　2017.10.31　年末年始における年次有給休暇の取得促進に係る周知について（依頼）（厚生労働省）
・　2017.10.31　企業における人材育成の推進に関する要請について（厚生労働省）
・　2017.10.31　…改正労働安全衛生教育に基づくリスクアセスメントの基本とGHSラベルを活用した

How…to職場の安全衛生教育【化学物質管理者入門コース】他（厚生労働省）
・　2017.10.31　…国家戦略特別区域等における新たな措置に係る規制改革事項の集中提案募集の実施に

ついて（ご案内）（内閣府）
・　2017.10.31　下請取引適正化推進月間の実施について（公正取引委員会及び中小企業庁）
・　2017.10.31　粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について（厚生労働省）
・　2017.10.31　METI-RIETI政策シンポジウムについて（経済産業省）
・　2017.11.07　…外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について…

（内閣官房、外務省、財務省、経済産業省）
・　2017.11.08　「防災推進国民大会2017」周知についてのお願い（内閣府）
・　2017.11.30　「ローカルファイル相談デスク」セミナー開催（東京共同会計事務所）
・　2017.11.30　下請取引の適正化について（経済産業省・公正取引委員会）
・　2017.11.30　…インターンシップの更なる充実に向けて　議論の取りまとめ」などを踏まえた「イン

ターンシップ推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点の送付について（文部科
学省・厚生労働省・経済産業省）

・　2017.11.30　再就職等規制の周知徹底の強化について（内閣人事院）
・　2017.12.26　工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について（厚生労働省）
・　2017.12.08　冬季の省エネルギーの取組について（経済産業省）
・　2017.12.26　…テクニカルショウヨコハマ2018広報協力について（依頼）（（公財）神奈川産業振興セ

ンター）
・　2017.12.26　…平成30年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動に
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係る公共職業安定所における取扱い等について（厚生労働省）
・　2017.12.26　「病気休暇」リーフレットの送付について（厚生労働省・日本能率協会総合研究所）
・　2017.12.26　…引越繁忙期における引越の分散化のお願いと引越安心マーク事業者のご案内…

（全日本トラック協会）
・　2017.12.28　平成29年中の特定油受取量no報告について（国土交通省）
・　2017.12.28　シリコンバレーD-Lab×経済産業省セミナーについて（経済産業省）
・　2017.12.28　…国連安保理決議第2397号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について

（外務省、財務省、経済産業省）
・　2018.01.09　日仏会館日仏文化講演シリーズパネルディスカッション共催のお願い（日仏会館）
・　2018.01.15　…平成29年度IIST・中央ユーラシア調査会公開シンポジウム開催ご案内…

（貿易研修センター）
・　2018.01.18　…タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について…

（外務省、財務省、経済産業省）
・　2018.01.18　…イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について…

（外務省、財務省、経済産業省）
・　2018.01.31　…「有害物ばく露作業報告対象物（平成30年対象・平成31年報告）」に係る通達の送付に

ついて（厚生労働省）
・　2018.02.28　男性の育児休業取得促進に関する周知広報資料の送付について（厚生労働省）
・　2018.02.28　…ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進に係る周知について…

（厚生労働省）
・　2018.02.28　平成30年4月からの無期転換ルールの本格化に向けた要請書（厚生労働省）
・　2018.02.28　消防団活動に関する総務大臣からの協力要請について（総務省）
・　2018.02.28　銃器の密輸の防止及び物流システムを通じた銃器の拡散防止について（経済産業省）
・　2018.02.28　…正重量の遵守に係るリーフレットの周知について…

（国土交通省及び（公団）全日本トラック協会）
・　2018.02.28　…平成31年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並び

に文書募集開始時期等について（通知）（厚生労働省）
・　2018.02.28　公正採用選考の趣旨（厚生労働省）
・　2018.03.02　…国民の皆様へ（東日本大震災七周年に当たって）…

（東日本大震災七周年追悼式実行委員）
・　2018.03.06　精神障害者雇用促進キャンペーンについて（経済産業省）
・　2018.03.12　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2018.03.26　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
・　2018.03.30　「STOP!熱中症　クールワークキャンペーン」の実施について（厚生労働省）
・　2018.03.30　リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について（厚生労働省）
・　2018.03.30　「働き方・休み方改善指標」活用事例集の送付について（厚生労働省）
・　2018.03.30　会員の皆様へのご案内のお願いについて（全日本トラック協会）
・　2018.03.30　…中小企業庁委託事業「下請かけこみ寺」に係るチラシの設置配布等のお願いについて

（全国中小企業取引振興協会）
・　2018.03.30　…情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの

周知依頼について（厚生労働省）
・　2018.03.30　…「特別な休暇制度事例集」及び「ボランティア休暇制度」リーフレット等の送付につ

いて（厚生労働省）
・　2018.03.30　雇用・労働分野の助成金のご案内（厚生労働省）
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Ⅻ．会員関係

₁．法人・団体会員（2017年度末（2018.3.31）現在、機関名五十音順）
正 会 員 法 人 　42社　（＊印：常任理事会メンバー会社）

＊伊藤忠商事（株）… 　伊藤忠丸紅鉄鋼（株）… ＊稲畑産業（株）… ＊岩谷産業（株）
　岡谷鋼機（株）… ＊兼　松　（株）… 　共栄商事（株）… 　極東貿易（株）
＊興　和　（株）… ＊CBC（株）… ＊JFE商事（株）… 　神　栄　（株）
　神鋼商事（株）… 　（株）スマイル… ＊住友商事（株）… 　西華産業（株）
　全日空商事（株）… ＊双　日　（株）… 　茶谷産業（株）… ＊蝶　理　（株）
　帝人フロンティア（株）… 　東京貿易ホールディングス（株）…　東商アソシエート（株）…　東邦物産（株）
＊豊田通商（株）… ＊長瀬産業（株）… 　長田通商（株）… 　西田通商（株）
＊日鉄住金物産（株）… 　（株）野澤組… 　野村貿易（株）… ＊阪和興業（株）
＊（株）日立ハイテクノロジーズ… 　（株）ホンダトレーディング… ＊丸　紅　（株）… ＊三井物産（株）
＊三菱商事（株）… 　明和産業（株）… 　（株）メタルワン… 　森村商事（株）
　八木通商（株）… 　ユアサ商事（株）

正 会 員 団 体 　20団体

（一社）大阪貿易協会… 京都貿易協会… （一社）神戸貿易協会
（一社）全国中小貿易業連盟… （一社）日本化学品輸出入協会… 日本紙類輸入組合
日本機械輸出組合… 日本工作機械輸入協会… 日本自動車輸入組合
日本繊維輸出組合… 日本繊維輸入組合… 日本船舶輸出組合
日本鉄道システム輸出組合… （一社）日本時計輸入協会… 日本バナナ輸入組合
日本輸入化粧品協会… 日本洋酒輸入協会… 日本羊腸輸入組合
（公社）福岡貿易会… （公社）横浜貿易協会
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賛 助 会 員 法 人 　58社

（株）IHI… 旭化成（株）… 旭硝子（株）
味の素（株）… 味の素トレーディング（株）… 芦森工業（株）
アビームコンサルティング（株）…インタートラスト…ジャパン… （株）エス・シー・ロジスティクス

（株）オービック… オリックス（株）… 鹿島建設（株）
（株）上　組… KYB（株）… 川崎汽船（株）
キッコーマン（株）… （株）GSIクレオス… （株）商船三井
新コスモス電機（株）… （株）住友倉庫… （株）世界貿易センタービルディング

（株）損害保険ジャパン… （株）ダイオーズ… ダイニック（株）
ダイヤオフィスシステム（株）… （株）帝国ホテル… 帝　人（株）
東京海上日動火災保険（株）… 東京ガス（株）… 東京電力（株）
東工コーセン（株）… （株）東　芝… トヨタ自動車（株）

（株）日清製粉グループ本社… 日本ガイシ（株）… 日本精工（株）
日本製粉（株）… 日本郵船（株）… （株）ニューオータニ
白鶴酒造（株）… パナソニック（株）… （株）日立製作所
富士通（株）… （株）ブリヂストン… 本田技研工業（株）
三井住友海上火災保険（株）… （株）三井住友銀行… 三井住友信託銀行（株）
三井造船（株）… 三菱商事ロジスティクス（株）… 三菱倉庫ホールディングス（株）
（株）三菱東京UFJ銀行… 三菱UFJ信託銀行（株）… 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）
Meiji…Seika…ファルマ（株）… （株）明治屋… ヤマサ醤油（株）
横浜ゴム（株）

賛 助 会 員 団 体 　29団体

（一財）アジア太平洋研究所… 英国市場協議会… 大阪商工会議所
（一財）海外産業人材育成協会… （一財）国際経済交流財団… 国際商業会議所…日本委員会
（一財）国際貿易投資研究所… （一財）産業人材研修センター… （一社）世界貿易センター東京
（一財）対日貿易投資交流促進協会… 東京商工会議所… （公財）東京都中小企業振興公社
名古屋商工会議所… 日米経済協議会… （一社）日韓経済協会
（一財）日本インドネシア協会… （一社）日本海事検定協会… （公財）日本関税協会
（一社）日本在外企業協会… （一社）日本自動車工業会… （一社）日本自動車タイヤ協会
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会… （一社）日本船主協会
（一社）日本通関業連合会… （一社）日本鉄鋼連盟… （一社）日本取締役協会
ベルギー・ルクセンブルグ市場協議会… ペンシルベニア州地域振興・経済開発省日本代表事務所
（一財）貿易・産業協力振興財団
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₂．会員数
・　2017年度末（2018.03.31）の会員数は次のとおりである。

正会員 　 89
法人会員 41
団体会員 20
個人会員 28

賛助会員 　 85
法人会員 56
団体会員 29
個人会員 0

合計 　 174
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�．事務局の状況
・　2017年度末（2018.03.31）の事務局組織の状況は次のとおりである。

₁．事務局組織

⑴　体制

常務理事 事業サービスチーム

専務理事 政策業務グループ

理事
（総務グループ担当）

広報・調査グループ

総務グループ

⑵　人員数

　　役員　…3名
　　職員　24名

₂．内部統制の仕組み
2012.10.01　内部通報の外部窓口「企業倫理ホットライン」を導入した。
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�．行動基準・指針

⑴　商社行動基準

8　日本貿易会 月報

まえがき
われわれ商社は「総合商社行動基準」を1973年に制定し

て以来、社会の商社活動に対するさまざまな意見を真摯に受
け止め、企業としての社会的責任と行動原則を明確にすべく、
時代の変化と社会の要請に応えた改定を加えながら、この行
動基準を発展させてきた。

商社の活動は、全世界のあらゆる産業分野にわたっており、
かねてより持続可能な社会の実現こそがわれわれの責務であ
るとともに、企業活動の基盤としても不可欠であると認識し
行動してきた。今日、SDGsなど持続可能な社会の実現を目
指す活動の国際的な広がりは、商社の社会的使命の重みを一
層増すと同時に、ビジネス展開にとっても大きな機会を提供
するものである。

われわれ商社は、こうした社会の変化に対して絶えず意識
改革を図り、自らの経営を革新しなければならない。また、
関係法令と国際規範の遵守、情報開示を社会的責任の中核
に位置付け、変化する社会、経済の要請を的確に捉えるとと
もに中長期的な視野に立った継続的取組みに、商社の持つ機
能を十分に発揮することで、持続可能な社会の実現に貢献す
べきである。

われわれ商社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動の
あり方を問い、会員商社の自発的な取組みを促すことを目的
に、この商社行動基準を策定する。

第1章　経営の理念と姿勢
われわれ商社は、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚

し、環境、社会、経済の3つの側面から長期的視点に立った
企業活動を行うとともに、それら企業活動を通じ持続可能な
社会の実現に努める。
1.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なステー

クホルダーと積極的なコミュニケーションを行い、その期待
に応えるとともに常に新しい価値を創造する経営を行う。

2.経営トップが自ら率先して、経営を時代の変化に応じて改
革するとともに、社をあげて企業倫理の確立に努める。

3.すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
4.地球環境の健全な維持と社会の持続可能性に十分配慮し

た活動を行うとともに、地球的規模での環境問題や社会的
課題解決に積極的に取り組む。

第2章  機能と活動分野
われわれ商社は、SDGsの諸目標達成を念頭に置き、環境、

社会、経済の変化を的確に把握し、社会の要請に即した広範
な機能を発揮する。
1.全世界にわたって情報を収集あるいは提供し、多様化する

顧客や市場のニーズに応えるとともに、イノベーションを通
じて、社会的に有用な財・資源・サービスの提供に努める。

2.世界に広がるさまざまな潜在的ビジネス機会を発掘し、そ
れを社会的に価値あるビジネスとして創出する役割を発揮
し、社会的課題の解決と持続可能な経済成長の実現に貢
献する。

3.国際的な活動に際しては、各国政府・国際機関・多様な組
織や団体・企業などとのパートナーシップを推進するととも
に、自由な貿易・投資の促進を図ることを通じて、世界の
調和ある発展と地域経済の興隆に寄与する。

第3章  ガバナンスと危機管理
われわれ商社は、その社会的責任の重要性を自覚し、遵法

はもちろん、国際規範や社会通念にも配慮し、情報開示をよ
り重視した透明性のある経営を行う。同時に市民生活や企業
活動へのさまざまな脅威に対する危機管理を徹底する。
1.企業活動にあたり、内外の法令遵守はもとより、国際的な

ルールや慣行およびその精神に則り、社会的良識をもって
行動する。

　また、公正かつ自由な競争の確保が市場経済の基本ルー
ルであるとの認識の下に、適正な取引、責任ある調達をは
じめとする企業活動を行い、政治・行政との健全な関係を
維持する。

2.経営の意思決定機関を真に活性化させる仕組みを構築する
とともに、監査機能を強化し、意思決定者の経営判断、適
法性などにつき常にチェックを行う。

3.企業情報の開示にあたっては、適時・適切に公開し、高い
透明性の保持に努める。

4.テロ、サイバー攻撃、自然災害などに備えた危機管理と情
報セキュリティの確保を徹底する。

第4章  社会参画と社会との相互信頼の確立
われわれ商社は、内外にわたり、社会との相互信頼関係を

確立し、良き企業市民として積極的に社会に参画し、その発
展に貢献する。
1.海外においては、各国、各地域の文化、習慣、言語を尊重

し、地域の諸活動への参加などを通じ民間外交の担い手と
して貢献する。

2.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なス
テークホルダーとのコミュニケーションを促進し、企業活動
に関する情報を積極的に開示するとともに、地域の発展や
快適で安全な生活に資する活動への協力を通じ、ステーク
ホルダーとの信頼関係を確立する。

3.市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団
体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨む。

第5章  働き方の改革と働きがいある職場環境
われわれ商社は、従業員のゆとりと豊かさを実現するとと

もに、従業員の多様性、人格、個性を尊重し、能力と独創性
が十分発揮できる活力のある企業風土を醸成する。
1.従業員の健康と安全に配慮した職場環境づくりを行う。
2.従業員の人権を尊重し、機会の均等を図る。差別的な扱い

に対しては断固たる対応を行う。
3.従業員の多様性、個性を尊重し、従業員のキャリア形成や

能力開発を積極的に支援する。

第6章  経営トップの役割と本行動基準の周知徹底
われわれ商社は、本行動基準の精神の実現が経営トップ自

らの役割であることを認識し、率先垂範して企業グループ内
に周知徹底するとともに、サプライチェーンに対しても本行動
基準の精神に対する理解と実践を促す。また、本行動基準の
精神に反して問題が発生した時には、経営トップが率先して
問題解決、原因究明、再発防止などに努め、その責任を果たす。

商 社 行 動 基 準
	1973年5月10日	「総合商社行動基準」制定
	 1999年7月8日	「商社行動基準」へ改定
	2005年6月16日	 同基準改定
	 2012年4月1日	 一般社団法人へ移行
	2018年3月22日	 同基準改定

一般社団法人 日本貿易会
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⑵　商社安全保障貿易管理行動基準

商 社 安 全 保 障 貿 易 管 理 行 動 基 準

⑵ 安全保障貿易管理法令の遵守
企業活動にあたり、所在国の安全保障
貿易管理法令を遵守するとともに、国際
ルール・海外法令等にも配慮する。
⑶ 社内ルールの制定
所在国の安全保障貿易管理法令を遵守
するための社内ルールを制定する。
⑷ 社内管理体制の確立
社内ルールに基づいて、統括管理部署
の設置等、社内管理体制を確立する。
⑸ 管理対象取引と管理手続き
管理対象取引を定め、それら取引につ
いて法令遵守のための審査を実施し輸出
を行う。審査において、貨物・技術の該
非確認・需要者・用途等の確認を行う。
⑹ 役職員の教育
安全保障貿易管理について、各社の業
態・規模等に応じて役職員の教育を行う。
⑺ 監査の実施
ルールに則り、監査を実施する。

⑻ 違反の際の報告
法令違反が疑われる、あるいは違反が
わかった場合の社内報告体制を確立す
る。また、法令違反があった場合、速や
かに関係省庁に報告を行う。

以　上

1. 基本理念
われわれ商社は、多岐にわたる商品・

サービス等を扱い、グローバルに活動
を行っていることから、国際貿易の担
い手として、「国際的な平和と安全の維
持」のために国際社会と協調した安全
保障貿易管理を行い、武器や軍事転用
可能な貨物・技術が懸念のある国家や
テロリスト等に拡散することの防止に
広く貢献する。
上記の目的を達成するために、本社の

みならず国内外の子会社・関連会社にお
いても所在国の法令を遵守するとともに
社会規範や各社の企業倫理に従い、国際
秩序の安定に資する安全保障貿易管理を
実施する。

2. 基本方針
われわれは、さまざまな貨物・技術の

輸出・海外取引等を行うとともに、開発
事業並びに投融資活動を展開している。
このような活動にあたって、われわれは
基本理念の実現に向けて以下の基本方針
を定める。
⑴ 経営の基本姿勢
安全保障貿易管理の重要性を理解・認

識し企業活動に努める。

一般社団法人　日本貿易会
2017年11月15日制定

日本を取り巻く世界情勢は核・大量破壊兵器の脅威の増大やテロのリスクの拡大並
びに通常兵器の過度な蓄積により一段と複雑化し、不確実性が高まっている。国際貿
易の一端を担う商社としては一層の安全保障貿易管理が求められており、この「商社
安全保障貿易管理行動基準」を制定する。
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