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Shaping the future toward a prosperous world

未来をカタチに
豊かな世界へ　日本貿易会



　グローバリゼーションの進展は世界経済の発展に大きく貢献する一方で、多くの地球規模の課題を生
み出しています。これらの課題を克服し、持続可能な社会の実現を目指す活動が広がるなか、各国・地
域で多様な産業分野に活動基盤を持つ商社が果たすべき役割は大きく、その社会的使命は今日一層重み
を増してきていると感じています。
　こうしたなかで本会は、「未来をカタチに　豊かな世界へ　日本貿易会」をキャッチフレーズとして
掲げました。自由な貿易・投資環境を整備しつつ、変化する社会の要請を的確に捉え、革新的な技術の
活用などにより、商社のビジネスモデルを進化させていきます。そうすることで、まだ誰も見たことも、
経験したこともない快適さを持ちながら持続可能な未来を目に見えるカタチに実現していきます。

  While globalization has significantly contributed to economic growth, it is also causing numerous global-scale issues. 
Various efforts are currently underway to overcome these issues and realize a sustainable society. We feel that Shosha 
(trading companies), having a global footprint, with their business activity bases in a wide range of industrial sectors, 
have a major role to play, and their social mission is growing in importance.
  JFTC will strive to evolve the Shosha business model under its new banner of “Shaping the future toward a prosperous 
world” by promoting free trade and open investment, meeting the needs of our changing society, and leveraging 
innovative technologies. By doing so, we will create a sustainable future of unprecedented  comfort.



社団法人日本貿易会を「貿易会館（銀座8丁目）」にて創立（6月25日）1947年
（昭和22年）

貿易産業省設置構想を建議
貿易決済のための「為替レート設定に関する意見」を提出

1948年
（昭和23年）

「貿易商社の強化に関する意見」を提出1952年
（昭和27年）

「貿易金融正常化に対する要望」を提出1953年
（昭和28年）

「貿易振興のための貿易商社強化に関する要望」を提出1954年
（昭和29年）

通商産業省の委託により貿易政策委員会を設置1955年
（昭和39年）

「貿易業法(仮称）の制定に関する要望」を提出し業界規制に反対1957年
（昭和32年）

「輸出入取引等秩序確立法案に関する要望」を提出し業界規制に反対1958年
（昭和33年）

貿易振興推進本部発足（本会、日商、JETROの共同構成）
日本貿易憲章採択（11月19日）

1959年
（昭和34年）

「日本輸出入銀行の資金ならびに融資条件の確保に関する要望」を提出 1960年
（昭和35年）

「輸出振興について新内閣に望む」を提出1961年
（昭和36年）

「貿易振興税制措置に関する要望」を提出1963年
（昭和38年）

「輸入政策の改善に関する要望」を提出1965年
（昭和40年）

「輸出保険制度およびその運用改善に関する要望」を提出1966年
（昭和41年）

輸出100億ドル記念式典
（皇太子・同妃殿下、総理大臣他臨席／貿易推進本部主催）

1967年
（昭和42年）

「輸入付加税採用の再考を強く要請する」声明を
米首脳に本会、経団連、日商の連名にて提出

1968年
(昭和43年）

本会事務局を貿易会館から世界貿易センタービルに移転（5月）1970年
（昭和45年）

「米国のドル防衛非常措置に関する緊急要望」を提出1971年
（昭和46年）

「日中国交正常化と経済関係の樹立に関する要望」を提出1972年
（昭和47年）

海外投資行動規準を策定、総合商社行動基準を制定（5月）
発展途上国に対する投資行動の指針（本会含む5団体連名）

1973年
（昭和48年）

日韓貿易拡大均衡委員会設置1974年
（昭和49年）

第一次日本貿易会友好訪中代表団（団長水上会長）を派遣
公正取引委員会報告に対する見解を発表し、商社無用論に反駁

1975年
（昭和50年）

「保護貿易主義的動きの世界的拡大阻止に関する決議」を採択1976年
（昭和51年）

「円高対策に対する意見」を提出1977年
（昭和52年）

「開放経済体制推進のための外国為替管理の自由化への提言」を提出1978年
（昭和53年）

「経済協力ならびにプラント輸出の積極的推進についての建議」を提出1980年
（昭和55年）

貿易研究所を設立（現・国際貿易投資研究所、ITI)
「製品輸入拡大についての建議」を提出

1981年
（昭和56年）

「自由貿易原則の堅持とわが国の姿勢に関する決議」を採択(5月）1982年
（昭和57年）

㈶海外市場調査会(JETRO)設立（発起人）
「本邦商社の海外支店等設置に関する要望」を提出

1951年
（昭和26年）

「輸出保険制度に関する意見」を提出1984年
（昭和59年）

経済団体から貿易商社・団体を正会員とする業界団体に改組（6月）1986年
（昭和61年）

「輸出関連法規遵守に関する基本方針」を策定1987年
（昭和62年）

「貿易保険制度の運営に関する要望」を提出1988年
（昭和63年）

貿易研究所、㈶国際貿易投資研究所として独立1989年
（平成元年）

「日中一般貨物契約条項集」を日中双方にて発表1992年
（平成4年）

「規制緩和に関する要望」を提出1993年
（平成5年）

「米国移転価格税制482条に対する追加意見書」を提出1994年
（平成6年）

「外国為替管理令・輸出貿易管理令改正案に関する意見」を提出1995年
（平成7年）

「為替管理制度の抜本的見直しへの提言」を提出1996年
（平成8年）

日本貿易会創立50周年1997年
（平成9年）

「アジア経済再生に向けての要望」を提出1998年
（平成10年）

総合商社行動基準を改定し、「商社行動基準」を制定（7月）
「諸外国との年金協定の早期締結に関する要望」を提出

1999年
（平成11年）

国際社会貢献センター(ABIC)を設立
「連結納税制度への提言」を提出

2000年
（平成12年）

国際社会貢献センター(ABIC)NPO認証を取得2001年
（平成13年）

「環境行動基準」を策定2002年
（平成14年）

「社会保障協定」日米・日韓交渉、実質合意2003年
（平成15年）

「商社行動基準」を改定（6月）2005年
（平成17年）

『2015年アジアの未来ー混迷か、持続的発展か』を発刊
「わが国の海外経済協力のあり方に関する要望」を提出
「社会保障協定の一層の締結促進を求める」要望書を提出

2006年
（平成18年）

シンボルマーク、法人名ロゴタイプの制定
中期貿易・投資ビジョン『新「貿易立国」を目指して』を発刊

2008年
（平成20年）

「新卒者の採用活動に関する基本的考え方」提言を提出2010年
（平成22年）

『日本の食糧戦略と商社』を発刊2009年
（平成21年）

社団法人から一般社団法人に移行2012年
（平成24年）

「わが国のTPP協定交渉への早期参加を求める要望書」を提出
「海外在留邦人・在外日本企業の保護のあり方に関する要望」を提出
「海外子女の拡充によるグローバル人材の育成に関する要望」を提出

2013年
（平成25年）

『日本の成長戦略と商社ー日本の未来は商社が拓く』を発刊2014年
（平成26年）

商社研修事業開始
「日本貿易会中期行動計画2020」を策定

2015年
（平成27年）

日本貿易会ISAC(Information Sharing and Analysis Center)設立2016年
（平成28年）

『「内なるグローバル化」による新成長戦略と商社』を発刊
「11ヵ国によるTPPの早期実現を求める」要望を提出

2017年
（平成29年）

「商社行動基準」改定（3月）
「商社行動基準」の周知徹底に関する決議」を採択（５月）

2018年
（平成30年）
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2018.5　ベトナム・クアン国家主席歓迎昼食会

2016.7　4団体「TPP協定の早期実現を求める」を総理へ手交

国際理解教育（東京都教育委員会によるオリンピック・パラリンピック教育）

本会が母体となって設立したNPO法人国際社会貢献
センター（ABIC:商社OBOGを中心に2,800余名の活動
会員登録）の活動を支援するとともに、同センターを通じ
て内外の社会貢献活動を展開している。

1 , 6 0 0

日本貿易会では、貿易業界が直面する諸問題に対して
政府をはじめ関係機関に建議・要望を提出し、その改善
を働きかけている。
本会は創立以来1,200件を超える建議・要望を提出して
おり、近年の主なものは別表のとおり。

在日外国公館との交流、各国国公賓来日時の接遇などを
通じて、対外経済交流と相互理解の向上を図っている。
国公賓の来日に際しては、日本経済団体連合会、日本商
工会議所、経済同友会の経済3団体等と共催で、歓迎昼
食会等を開催している。



審議員会

■総務グループ
General Affairs Group

■企画グループ
Planning Group

■政策業務第一グループ
First Policy Proposal Group

■政策業務第二グループ
Second Policy Proposal Group

■政策業務第三グループ
Third Policy Proposal Group

■広報・CSRグループ
Public Relations & CSR Group

■調査グループ
Research Group

委員会・研究会・連絡会

内部統制連絡会
Internal Control Liaison Committee



第357回　常任理事会（2018.2.21）

内部統制連絡会
Internal Control Liaison Committee

内部統制報告制度を中心に、関連する共
通問題についても情報・意見交換を行うとと
もに、講演会等による知識向上を図る。また、
必要に応じ意見・提言の対外発信を行う。

総会、理事会、審議員会における審議に加えて、定例にて
常任理事会を開催している。常任理事会は、会長、副会長、
常任理事および専務理事、常務理事で構成され、経済
関係閣僚、在日各国大使ならびに政府関係機関等との意
見交換のほか、本会の事業運営に必要な事項や建議・要
望を審議する。

〈研究会・連絡会〉

General Affairs Committee

Public Relations Committee

Legal Committee

Global Environment Committee

Finance Committee

Accounting & Tax Committee

Logistics & 
Distribution Committee

Trade Trend Research Committee

International Market Committee

Trade Insurance Committee

Economic Cooperation Committee

Security Trade Control Committee

Information &
Communication System Committee

Social Contribution & ABIC Committee

Human Resource Committee

CSR Study Committee

2012.11.21 （独）日本貿易振興機構 理事長 石毛博行殿
2013. 2.20 経済産業省　貿易経済協力局長 北川慎介殿
2013. 7.17 日本銀行 総裁 黒田東彦殿
2013. 9.18 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長 河野博文殿
2013.11.20 防衛大学校　学校長 国分良成殿
2014. 2.19 資源エネルギー庁　審議官(エネルギー・環境担当） 後藤　収殿
2014. 7.16 経済産業省　事務次官 立岡恒良殿
2014. 9.17 外務省　事務次官 齋木昭隆殿
2014.11.19 国土交通省　事務次官 本田　勝殿
2015. 2.18 厚生労働省　事務次官 村木厚子殿
2015. 7.22 自由民主党　政務調査会長 稲田朋美殿
2015. 9.16 太平洋同盟加盟国（ペルー、メキシコ、チリ、コロンビア） 各 国 大 使
2015.11.18 経済産業省　事務次官 菅原郁郎殿
2016. 2.17 日本銀行　総裁 黒田東彦殿
2016. 7.20 内閣官房　副長官　 世耕弘成殿
2016. 9.21 外交評論家　㈱岡本アソシエイツ代表 岡本行夫殿
2016.11.16 東京都知事　 小池百合子殿
2017. 2.15 資源エネルギー庁　長官 日下部 聡殿

2014. 7.16 経済産業省　事務次官　 立岡恒良殿
2014. 9.17 外務省　事務次官 齋木昭隆殿
2014.11.19 国土交通省　事務次官 本田　勝殿
2015. 2.18 厚生労働省　事務次官 村木厚子殿
2015. 7.22 自由民主党　政務調査会長 稲田朋美殿
2015. 9.16 太平洋同盟4カ国大使 
2015.11.18 経済産業省　事務次官　 菅原郁郎殿
2016. 2.17 日本銀行 総裁 黒田東彦殿
2016. 7.20 内閣官房　副長官 世耕弘成殿
2016. 9.21 外交評論家・㈱岡本アソシエイツ代表 岡本行夫殿
2016.11.16 東京都知事 小池百合子殿
2017. 2.15 資源エネルギー庁　長官 日下部　聡殿
2017. 7.19 財務省　財務官　 浅川雅嗣殿
2017. 9.20 経済産業省　事務次官　 嶋田　隆殿
2017.11.15 自由民主党　政務調査会長 岸田文雄殿
2018. 2.21 経済産業大臣 世耕弘成殿

2014. 7.16 経済産業省　事務次官

〈最近の来賓〉



一般社団法人 日本貿易会

まえがき

第1章
経営の理念と姿勢

第2章
機能と活動分野

　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。

　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。

　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。

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



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。

以上
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Foreword

Since the establishment of the original “Sogo-Shosha’s 
Code of Conduct” in 1973 we have consistently taken 
heed of the various opinions voiced regarding the 
activities of Shosha and, in order to clarify our social 
respons ib i l i t i es  and pr inc ip les  o f  conduct  as  
corporations, have developed this Code of Conduct 
over time by implementing revisions in response to 
changes in the global situation and social expectations.
The business operations of Shosha encompass all the 
industrial sectors of the world. We act upon the firm 
belief that the realization of a sustainable society is 
both our responsibility and the essential foundation 
upon which our corporate activities must rest. Today, 
the international expansion of initiatives designed to 
realize a sustainable society in accordance with the 
United Nations Sustainable Development Goals adds 
even further importance to the social mission of Shosha 
while at the same time opening up new and potentially 
significant opportunities for business development.
As Shosha, we must maintain a constant awareness of 
these social changes and proactively transform our 
own management practices. By fulfilling our social 
responsibi l it ies through the implementation of 
information disclosure and compliance with relevant 
laws and international standards, we must fully apply 
our capabilities as Shosha by combining mid to long 
term perspectives with a clear understanding of 
evolving social and economic demands in order to 
contribute to the realization of a sustainable society.
We have produced this Code of Conduct in order to 
encourage JFTC member firms to live up to their 
social responsibilities, evaluate their own behavior as 
responsible corporations, and assist them in pursuing 
their own initiatives.

As Shosha, we must constantly be aware of our role and 
responsibilities towards society and, while balancing 
environmental, social and  economic considerations, 
manage our business activities from a long-term 
perspective in order to contribute to the realization of 
sustainable economic growth through business.
1 . We must actively engage in communication with our 

shareholders ,  business partners , consumers, 
employees, local communities and other stakeholders 
and manage our businesses in such a way that 
responds to both their expectations and consistently 
achieves the creation of new value.

2 . Executive management must lead by example in 
their efforts to create responsible businesses as 
defined by the evolving demands of the day.

3 . We must engage in business in such a manner that 
the human rights of all people are respected.

4 . We must conduct our businesses with due consideration 
to the preservation of a sound global environment 
and social sustainability, and actively engage in the 
resolution of global, environmental and social issues. 

Shosha’s Corporate Code of Conduct

1st version established : May 10, 1973
2nd version revised : July 8, 1999
3rd version revised : June 16, 2005
4th version revised : March 22, 2018

Section 1
Management Philosophy

As Shosha, while giving due consideration to the 
attainment of the objectives of the United Nations 
Sustainable Development Goals, we must strive to 
accurately perceive evolving environmental, social and 
economic trends, and be responsive to the attendant 
social demands in a comprehensive manner.
1. By collecting and disseminating information on a global 

scale and meeting the diversifying needs of our clients 
and markets, we must provide resources, goods, and 
services to enrich society by implementing innovation.

2 . By discovering new opportunities for business 
throughout the world, and by developing these 
opportunities into sources of value for society, we 
must strive to contribute to the resolution of social 
problems and the realization of sustainable economic 
growth.

Section 2
Functions and Areas of Activity

Section 1



As Shosha, in recognition of our responsibilities to society, we 
must conduct our business in accordance with all relevant 
laws and regulations, show due respect for international 
standards and social conventions, and stress information 
disclosure in our efforts to maintain transparent management 
practices. In addition, we must also implement and maintain 
crisis management systems designed to meet the various 
threats facing both civil society and corporate activity.
1 . In addition to legal compliance in our respective 

regional areas of operation, we must abide by both the 
letter and the spirit of international rules and 
regulations and conduct ourselves in a socially 
conscientious manner. Furthermore, we must manage 
our business activities in accordance with the 
understanding that free and fair competition is 
fundamental for the functioning of market economies, 
engage in proper transact ions ,  responsib le 
procurement and other appropriate business practices, 
and maintain open and fair relations with political 
parties and governments. 

2 . We must build systems to promote effective corporate 
decision-making, strengthen our internal audit 
functions, and constantly monitor the legality of 
decisions made within our organizations.

3 . We must strive to achieve transparency through the 
appropriate and timely disclosure of corporate 
information.

4 . We must promote crisis management and information 
security in preparedness for the eventuality of acts 
of terror, cyber-attacks, natural disasters and other 
crises.

Section 3
Governance and Crisis Management

As Shosha, we must strive to create relationships of 
mutual trust both domestically and internationally and 
to actively participate in and contribute to society as 
good corporate citizens.
1. We must show respect for the cultures, customs and 

languages of other countries and regions, and strive 
to actively participate in activities aimed at regional 
development through a process of private-sector 
diplomacy.

2 . We must strive to promote relationships of mutual trust 
with all our stakeholders including shareholders, business 
partners, consumers, employees, and local communities by 
actively disclosing information regarding our corporate 
operations and by cooperating in regional activities which 
contribute to the achievement of secure and enriched 
standards of living.

3 . We will not deal with any organizations influenced 
by or comprised of organized crime that may 
operate in the communities in which we do business. 

Section 4
Social Participation and the Promotion of Trust

As Shosha, we will strive to provide our employees with a 
rich and rewarding work environment, to respect the 
diversity, character and individuality of our employees, 
and to promote corporate cultures in which each 
individual's talents and creativity may be fully developed.
1.We must create and maintain work environments for our 

employees with due consideration for health and safety.
2 . We must respect the human rights of our employees, 

promote equal opportunities among them, and oppose 
any discriminatory employment practices or treatment.

3 . We must respect the diversity and individuality of 
our employees and actively support their skill and 
career development.

Section 5
Reform of Work Practices and Creation
of Rewarding Work Environments

As Shosha, we recognize that it is the role of executive 
management to realize the spirit of this Code of Conduct, 
to lead by example in enhancing awareness of it within 
their respective corporate organizations including 
subsidiaries and affiliates ,  and to promote the 
understanding of the spirit of this Code of Conduct and its 
application throughout their supply chains.
In addition, in the event of a violation of the spirit of this 
Code of Conduct, executive management should discharge 
their responsibilities by taking the initiative in resolving 
the problem, investigating its causes and implementing 
measures to prevent its recurrence.

The original Japanese language version of this document 
is the official version used by the JFTC and its members. 
This document is an English language translation of the 
Japanese language original and has been prepared as a 
public service.

Section 6
Role of Executive Management in the 
Implementation of this Code of Conduct

Note: 

3. In the course of our global operations we must contribute 
to the achievement of balanced global development and 
regional prosperity by the promotion of free trade and 
investment and constructive partnership with national 
governments, international bodies, and other relevant 
organizations and corporations.




