〔正 ・ 副会長会議〕
理事会に先立ち年２回開催し、 当日の理事会の運営及び議案内容について打ち合わせを行う。
また業界の課題等について意見交換を行い教会活動の方向性について共有化を図る。
◆第１回 正 ・ 副会長会議 令和元年１１月７日 （木）
◆第２回 正 ・ 副会長会議 令和２年３月２６日 （木）

本部事業活動
〔政策委員会／食品取引改善協議会／消費税転嫁 ・ 表示カルテル推進協議会〕
◆第１回 令和元年５月１５日 （水）
〔議案〕
１． 食品ロス削減に向けた納品期限緩和の取組の進捗と今後の課題について
２． 「食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案に関する意見」 について
（厚生労働省に対するパブコメ案提出）
３． 「業界標準トラック入荷 ・ 受付予約システム」 の進捗状況
◆第２回 令和元年１０月３日 （木）
〔議案〕
１． リードタイム延長化に伴う対応について
①今後の対応策
経済産業省消費 ・ 流通政策課がこの課題に関心が高く、 卸がまとまれば製 ・ 配 ・ 販連携
協議会で検討する意向
②対メーカー ・ 対小売業に卸としての具体的取り組み策を提案
２．１１月１２日開催の賛助会員幹事店会の意見交換テーマについて
①消費税軽減税率制度における課題 ・ 問題点について
②リードタイム延長化に対応する課題について
③商品マスタの早期登録化について （標準新商品発売の１．５ヶ月前までに）
３． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの進捗状況について
４． 令和２年度税制改正等に関する要望について
５． フードディストリビューション２０１９開催結果報告
６． ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の手引書作成について
◆第３回 令和元年１１月１２日 （火）
〔議案〕
１．１１月７日理事会報告
２． リードタイム延長化に伴う対応について
３、 賛助会員幹事店会意見交換テーマについて
◆第４回 令和２年３月１９日 （木）
〔議案〕
１． 「新型コロナウィルス」 対策ガイドラインについて
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２． 「新型コロナウィルス感染症への対応」 について
新型コロナウィルスに関するＱ＆Ａ
３． 臨時休業に伴う学校給食休止への対応について
４． 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針
５． 台風等による異常気象時下における輸送の目安について
６． 加工食品分野における物流標準化に関する議論の整理について
７． ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の手引書
８． 東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会期間中の物流に関するご協力のお願い
９． 「食品表示法」 経過期間中終了に伴う完全移行について
１０． 物流効率化に向けた今後の方向性について
１１． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの稼働状況について
１２． 令和２年度事業計画 （案） ・ 予算案について
１３． 会長選考委員会に開催について

〔賛助会員幹事店会〕
◆第２８回 賛助会員幹事店会
第２８回賛助会員幹事店会を５月１５日 （水） 日本橋三越本店特別食堂会議室にて開催した。
当日は奥山専務理事の司会進行で始まり、 最初に弊協会の政策委員長山本泰生氏 （三菱食品
（株）） が挨拶、 続いて賛助会員幹事企業を代表して竹内秀樹氏 （味の素 （株）） からご挨拶を
いただいた。 続いて奥山専務理事から３月２８日に開催された日食協の理事会から主な内容を報
告。 ついで今回の情報共有テーマである日食協情報システム研究会軽減税率対応システム専門
部会と税務問題対応Ｗ ・ Ｇがまとめた 「消費税軽減税率対応に係る仕入先と得意先へのご確認
とご依頼事項資料のご提供」 について専門部会座長の大久保敏男氏 （三菱食品 （株）） から主
にリベートの適用税率について説明し、 認識を共有し業務処理の運用について確認した。
次回は１１月１２日 （火） に開催予定。
◆第２９回 賛助会員幹事店会
第２９回賛助会員幹事店会を１１月１２日 （火） 日本橋三越本店特別食堂会議室にて開催した。
当日は奥山専務理事の司会進行で始まり、 最初に弊協会の政策委員長山本泰生氏 （三菱食品
（株）） が挨拶し、 ついで賛助会員幹事企業を代表して深瀬成利氏 （味の素 （ 株）） からご挨拶
をいただいた。 次に奥山専務理事が１１月７日に行われた日食協理事会の内容を報告。 続いて
意見交換テーマに入り、 今回は①消費税軽減税率制度における課題 ・ 問題点について②リード
タイム延長化に対する課題について③商品マスタの早期登録化 （標準新商品発売の１．５ヶ月前
までについて） をテーマとして各メーカーからそれぞれ意見をいただいた。
次回は令和２年５月１９日 （火） 開催予定。

〔環境数値算定標準化協議会〕
◆第１回令和元年１０月２８日 （月）
〔議案〕
１． 「食品ロスの削減に関する法律」 について
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農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課
食料産業環境対策室 室長 野島 昌浩氏
２．２０１９年度 低炭素社会実行計画 評価 ・ 検証 （２０１８年度実績） についての調査票
提出とその内容骨子について
３． その他

〔執行運営委員会〕
◆第１回 平成３１年４月２５日 （木）
〔議題〕
１． 食品ロス削減に向けた納品期限緩和の取組の進捗と今後の展開について （農林水産省）
２． 食品業界におけるコンプライアンスの徹底について （農林水産省）
３． 「食品の営業規制に関する検討会」 とりまとめ案に関する意見について
４． 「業界標準トラック入荷受付 ・ 予約システム」 の導入状況について
５． その他
◆第２回 令和元年６月２４日 （月）
〔議題〕
１． 平成３０年度 「食品産業における取引慣行の実態調査」 について （食品産業センター）
２． （一社） 日本即席食品工業協会に対するリードタイム延長化に伴う対応についてのお願いの件
３． 「業界標準トラック入荷受付 ・ 予約システムについて
・ 申し込み状況
・ 愛称について 「Ｎ－Ｔｏｒｕｓ」
・ 全日本トラック協会作成資料
「トラック予約受付システム」 のご案内について
４． その他
◆第３回 令和元年８月９日 （金）
〔議題〕
１． 農林水産省食料産業局食品流通課長交替について
２． 消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ （個別事例編） の改訂について
３． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの進捗状況について
４． 飲料配送研究会報告書について （農林水産省）
５． デジタルロジスティクス協議会 （ＪＰＲ） について
６． 日食協標準基盤の今後の展開について
７． ＨＡＣＣＰに関して
８． その他
◆第４回 令和元年９月２４日 （火）
〔議題〕
１． 食品メーカーのリードタイム延長化に伴う対応について
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２． 令和２年度税制改正等に関する要望書について
３．１１月１２日開催賛助会員幹事店会意見交換テーマについて （案）
・ 軽減税率制度対応における課題 ・ 問題について
・ リードタイム延長化に対応する課題について
・ 商品マスタの早期登録化について
４． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの稼働状況について
５． 令和元年度情報システム研修会について （１０月２５日）
６． 関東支部行事予定について
７． その他
◆第５回 令和元年１０月２１日 （月）
〔議題〕
１． 食品メーカーのリードタイム延長化に伴う対応について
２． 商品情報登録タイミングの早期化に関するお願い （ＪＩＩとの連名）
３． 既存品の消費税区分値修正に関するお願い （ＪＩＩと連名）
４． ＴＤＭのための情報交換会
５． 物流標準化協議会 ・ 加工食品分野における物流標準化研究会について （国土交通省）
６． 食品流通合理化検討会について （農林水産省）
７． 豚コレラに関する正しい知識の普及等について （農林水産省）
８． Ｎ－Ｔｏｒｕｓ 稼働状況について
９． 統一取引先コードについて
◆第６回 令和元年１２月９日 （月）
〔議題〕
１． 加工食品食育推進協議会の設立について
２． 東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会期間中の物流に係るご協力のお願い
（東京都 ・ 関連省庁）
３． 軽減税率制度対応システム専門部会のまとめ
４． 賛助会員幹事店会 （情報交換テーマ） まとめ
５． 第１回物流問題を検討する会 （日本即席食品工業会メーカー） 議事内容
６． 物流 ・ 商流基盤事業 （内閣府 ： ＳＩＰ 戦略的インベーションプログラム採択）
７． Ｎ－Ｔｏｒｕｓ稼働状況
８． その他
◆第７回 令和２年１月３１日 （木）
〔議題〕
１． 「２０２０ＴＤＭ推進プロジェクト」 からの協力依頼について
・ 食品関連企業のＴＤＭ取組状況にちいて （アンケート実施概要）
・ 各社の準備状況について
２． 食品ロス削減の推進に関する基本的な方針 （案） について （農林水産省）
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３． 異常気象時のトラック輸送中止目安の通達について （国土交通省）
４． 「新型コロナウィルス」 について
５． 第２回 「物流問題検討する会」 の議案内容について
６． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの稼働状況について
７． 令和２年度の日食協事業活動計画について
・ 「インボシス対応専門部会」 の設置にしついて
８． その他
・ オリピック ・ パラリンピックの知的財産について
◆第８回 令和２年３月１０日 （火）
〔議題〕
１．２０２０の食品流通業界の課題について
２． 令和２年度事業計画及び実施計画 ・ 予算案 ・ 組織図
３． 東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会期間中の物流に係るご協力のお願い
４． 食品等取扱い事業者における新型コロナウィルス感染症への対応について
５． 台風等による異常気象時下における輸送のあり方について
６． 加工食品分野における物流標準化に関する議論の整理
７． 「食品表示法」 経過措置期間終了後に伴う完全移行について
８． ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた衛生管理の手引書について
９． インボイス制度対応専門部会について
１０． Ｎ－Ｔｏｒｕｓの稼働状況について
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２０１９年度加工食品卸売統計調査
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〔ワーキング ・ グループ活動報告〕
〔ＥＤＩワーキング ・ グループ〕
ワーキング ・ グループの本来的業務ある 「日食協業界標準ＥＤＩフォーマット」 の維持管理業務
のほか各社の消費税の軽減税率制度対応への状況等を情報共有した。 具体的には得意先から
の軽減税率対応に伴う改修依頼内容や商品マスタの税区分の確認状況などであった。

〔税務問題対応ワーキング ・ グループ〕
例年の如く令和２年度の税制改正等についての要望をとりまとめ農林水産省の指導窓口に提出
した。 今回の要望書では軽減税率制度に関して食品流通業界は対応準備を粛々と進めているが、
制度の複雑さから導入時の混乱は避けられない状況にあり、 改めて業界として事務負担及びシス
テム改修の負担が大きいいことに加え、 扱う品目も多く、 より取引が複雑になることから軽減税率
制度は将来的にゼロベースで見直すべきと要望した。

令和２年度税制改正等に関する要望書
令和元年９月
一般社団法人 日本加工食品卸協会
会長 國分 晃

１． 消費税関連の課題
１） 軽減税率制度は将来的にゼロベースで見直すべき
幣協会は、 予てから、 軽減税率制度は、 社会保障財源を毀損すること、 中小企業に過度
な事務負担を強いることから１０％までは単一税率を維持すべきであり、 低所得者対策は、 真
に必要な者に対して、 所得に応じたきめ細かな給付措置で対応すべきと主張してきた。 ２０１９
年１０ 月からの軽減税率制度の実施は決定し、 食品流通業界は対応準備を粛々とすすめて
いるが、 制度の複雑さから導入時の混乱は避けられない状況にある。 改めて業界として事務
負担及びシステム改修負担が大きいことに加え、 扱う品目も多く、 より取引が複雑になることか
ら軽減税率制度は将来的にゼロベースで見直すべきである。
２） 適格請求書等保存方式 （インボイス制度） の再考
当業界は、 １） に記載の通り軽減税率対応も大きな負担となっているが、 インボイス制度に
対応するためには、 更なる事務負担並びにシステム改修負担が生じる。 令和５ 年１０ 月まで
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は区分記載請求書の交付義務はなく、 対応しない中小零細企業も存在すると考えられる。 当
該企業において令和５ 年１０ 月からインボイス対応ができると考え難い。
インボイス制度の場合、 取引先が課税事業者か免税事業者の判断は、 適格請求書の有無
によってなされる。 取引先が課税事業者から免税事業者になった場合、 もしくは免税事業者
から課税事業者になった場合、 企業はマスター変更を適宜行うことは難しく、 事後的に課税区
分の修正に追われ、 煩雑となる。 したがって、 インボイス制度の再考を求める。
３） 返還インボイスの廃止又は要件の緩和
当業界においては、 返品や値引き、 販売奨励金等全ての対価返還に一律で適格返還請求
書の交付・保管を要求することは商慣行自体に影響を与え、 多大なコストと労力が必要になる。
したがって、 返還インボイスの廃止又は要件を緩和していただきたい。
４） 軽減税率対策のための補助金等税制措置対応
中小企業等に対する軽減税率対策補助金は本年１２ 月に期限を迎えるが、 １２ 月以降も軽
減税率対策のためにシステム対応コストが発生する企業は多いと想定される。 したがって、 本
年１２月以降も同様の補助金制度等の税制措置をとっていただきたい。 さらに、 軽減税率のた
めのシステム対応コストは業種によって幅があることから、 中小企業等に限定せず、 業種によ
る税制措置をとっていただきたい。
５） 仕入税額控除の計算方法の変更
国税庁のＨＰ 上、 消費税のしくみについて 「商品 ・ 製品の販売やサービスの提供などの取
引に対して、 広く公平に課税されますが、 生産、 流通などの各取引段階で二重三重に税が
かかることのないよう、 税が累積しない仕組みが採られています。 商品などの価格に上乗せさ
れた消費税と地方消費税分は、 最終的に消費者が負担し、 納税義務者である事業者が納め
ます。」 と記載されている。 現在、 仕入税額控除の計算は、 「課税売上割合が９５％未満」 又
は 「課税売上高が５ 億円超」 の場合、 個別対応方式 ・ 一括比例配分方式により計算される。
個別対応方式 ・ 一括比例配分方式により仕入税額控除を計算する企業において、 仮払消費
税等は、 課税売上割合が１００％でない限り、 その全額を仮受消費税等から控除することはで
きない。 消費税等は消費者が負担するという観点から仮払消費税等の全額控除を認めていた
だきたい。
６） 事業者間取引についての経過措置の継続適用及び端数処理の四捨五入方式への統一
総額表示義務の規定の適用を受けない事業者間取引においては、 税抜価格を前提にした
端数処理が認められており、 事務負担の軽減に繋がっている。 したがって、 税抜価格を前提
とした端数処理の特例 （経過措置） の適用を継続していただきたい。
また、 端数処理については、 公正取引確保の観点から事業者間での不公平が生じないよう
四捨五入方式へ統一していただきたい。
７） 総額表示義務化の廃止
転嫁対策特別措置法において、 円滑かつ適正な転嫁や事業者の値札の変更等に係る事務
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負担軽減のための 「外税表示」 は、 令和３ 年３ 月３１ 日までと期限が決められている。 期限
後、 総額表示が義務化されると、 消費者に対して値上げした印象を与え、 消費者の購入意欲
を悪化させる懸念があること、 また、 事業者においては増税時に値札張替の対応を迫られるこ
とが想定される。 したがって、 総額表示の義務化を廃止していただきたい。

２． 公平 ・ 中立 ・ 簡素に照らし合わせた税制の整備
１） 法人税及び消費税
①受取配当等の全額益金不算入
受取配当等の益金不算入制度は二重課税排除のために設けられた制度である。 しかし、 近
年、 財源確保の観点から、 一定の持株比率の株式等に係る受取配当等の益金不算入割合が
引き下げられており、 二重課税排除の趣旨に反している。 したがって、 受取配当等を全額益
金不算入としていただきたい。
②所得税額控除の元本所有期間の制限を廃止
法人が株式等を外部から取得した場合、 自己の保有期間以前の期間に対応する配当等に
対する所得税の控除は制限されている。 制限を受けた所得税額は、 当該株式の取得者側も
譲渡側も控除を受けることができない。 このことは、 納税者に不利となっている。 また、 納税
者においては所有期間に対応する税額の算定が必要となり、 事務負担となっている。 したがっ
て、 配当等の支払いを受けた段階で当該株式を保有している法人において、 その所得税の
全額を控除対象としていただきたい。
③収益認識に関する会計基準を踏まえた消費税法等の改正
収益認識に関する会計基準が平成３０ 年に導入されたことを踏まえ、 法人税法等では資産
の販売等に係る収益に関する規定の改正が行われている。 消費税法等では当会計基準に対
応した改正は行われておらず、 法人税における収益の認識と消費税における課税売上の認識
のタイミングにずれが生じることになる。 これは、 消費税申告計算を非常に煩雑とし、 事務効
率を非常に悪化させるため、 消費税法等を改正していただきたい。
④消費税の申告期限の延長
法人税の調整項目は消費税も一体であることも多いため、 消費税の申告期限を法人税同様
に延長できるようにしていただきたい。
⑤一括償却資産制度の廃止
実務負担が重い現行の制度を廃止し、 当該資産の一括損金算入を可能としていただきたい。
⑥休止電話加入権の損金算入
実質的に市場価値のない電話加入権は全額損金算入可能としていただきたい。
⑦欠損金の控除限度額の撤廃 ・ 繰越欠損金の控除期間を無制限とすること
欠損金繰越控除制度は、 控除期間が１０ 年間に制限されている。 控除限度額についても、
中小法人等を除き、 繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の１００ 分の５０ 相
当額とされている。 欠損金の繰越控除は、 各事業年度の法人税負担の平準化を図るための
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制度であるから、 本来制限すべきではない。 よって、 繰越控除については繰越控除限度額を
撤廃した上で繰越欠損金の控除期間を無制限としていただきたい。
⑧大法人に対する留保金課税の撤廃
現在、 中小法人においては、 内部留保を充実させるという目的で留保金課税が撤廃されて
いる。 大法人においても内部留保を充実させ、 将来の投資に資金を回すことの方が経済に与
える影響も大きいと考える。 したがって、 大法人に対する留保金課税も撤廃していただきたい。
⑨組織再編税制の行為否認の廃止
組織再編税制における包括的租税回避行為の防止規定は、 「法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められるとき」 （法人税法１３２ 条の２、 法人税法１３２ 条の３） とされて
おり、 その行為又は計算の否認ができることとなっている。 納税者にとって、 組織再編を行う
際の判断は、 法律に基づき行われるが、 「法人税の負担を不当に減少させる」 行為が明確に
なっていないため、 行為否認を廃止していただきたい。
２） 印紙税の廃止
印紙税は契約書等、印紙税法に合致した文書に課税されるものであるが、電子商取引やペー
パーレス化が進展する中、 文書を課税対象とすることに合理性がなく時代に即していない。 媒
体によって印紙課税の要否が変わるのは税の公平性に反しており、 速やかに廃止していただ
きたい。
３） 地方税
①償却資産税の廃止もしくは法人税法との統一化
償却資産税は、 償却資産を保有している企業に負担を求める制度である。 企業の業種によ
り償却資産の保有規模は異なり、 償却資産を保有しない業種と償却資産を保有することで成り
立つ業種とで税負担が異なり、課税の中立性の観点からは好ましいことではない。 したがって、
償却資産税は廃止していただきたい。
もしくは、 事業者の事務負担軽減のため、 法人税法の減価償却の計算方法との合致および
申告時期の法人税との統一化を図っていただきたい。
②法人地方税の申告納付処理の一元化
現在、 申告 ・ 納税手続きは、 国及び個々の自治体ごとに申告書を作成し、 納付を行ってい
る。 また、 修正申告等により還付が発生した場合は、 個々の自治体から還付通知が送付され、
還付金も個々に入金されている。 これを国 ・ 自治体で統合し、 ワンストップ化を推進していた
だきたい。
③事業所税の廃止
人口３０ 万人以上の都市のみに課税されるのは公平ではない。 また、 事業所用家屋に対す
る課税 （資産割） は固定資産税にて、 従業者に対する課税 （従業者割） は外形標準課税
対象企業における事業税にて納税しており、 事業所税としての課税は二重課税と考える。 加
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えて、 課税対象面積の確認等実務も煩雑である。 したがって、 事業所税は廃止していただき
たい。
４） 申告納税の環境改善および業務効率の改善
申告、 納税に係る事務負担の軽減、 業務効率の改善を図るため以下の項目を実現していた
だきたい。
① ｅ－Ｔａｘ、 ｅＬＴＡＸ における全日２４ 時間利用可能な体制の構築
② ｅ－Ｔａｘ、 ｅＬＴＡＸ、 多国籍企業情報の報告コーナー （ｅ－Ｔａｘ） のポータル画面の統合
③ 地方税の申告書書式の統一並びにｅＬＴＡＸ の全自治体への導入
以上

研究会活動報告
〔情報システム研究会〕
定期的に研究会を開催し、 業界の情報システムに関連する各団体の活動内容について情報の
共有化を行い、 情報システムの高度化や標準化に向けての意見交換を行った。 特に今年度はＤ
Ｘ （デジタル ・ トランスフオーメーション） を本格的に展開するため、 ＤＸの基盤となる基幹系シス
テムの刷新の必要性にについて検討した。 また下部組織の 「軽減税率対応システム専門部会」
は軽減税率制度開始前後の対応状況について意見交換を行い総括し組織を解散した。
令和元年度の情報システム研修会が、 １０月２５日 （金） 東京日暮里のホテルラングウッドに於
いて会員卸、 賛助会員の情報システム担当者合計３２社１１０人が参加して行われた。 冒頭日食
協情報システム研究会座長の佐藤登氏也氏 （国分Ｇ本社 （株）） が挨拶し 「この数年で流通業
界におけるＩＴＣ関連の動きが加速している。 ２０１７年に上海で世界初の無人コンビニが登場し、
米国ではアマゾンエフェクトが話題になり、 物流業界でもＩＴを活用した自動倉庫や省力化の取組
みが加速している」 と説明し、 その上で経済産業省が昨年６月に公開した 「ＤＸレポート～ＩＴシス
テム 『２０２５年の崖』 の克服とＤＸの本格的展開」 ではデジタル化の遅れによって日本は２０２５
年以降、 年間１２兆円の経済損失が発生する可能性があると指摘。 「わが国のＥＣ化率は米国の
２０１４年当時の水準といわれ、 米国で既に起きたことが日本でも起きる可能性がある。 デジタル
化が猛スピードで進み、 特に金融と小売のビジネス環境は大きく変化するといわれる。 卸、 メー
カーにとってデジタル対応は喫緊の課題であり、 有意義な研修会になる事を期待している」 と述
べた。 続いて講演に先立ち日食協の奥山専務理事は昨今の協会事業の取組みを報告。 「１０月
の消費増税後、 小売業界ではキャッシュレス化推進のポイント還元策に対応した値下げ競争が激
化し、 消耗戦が懸念され、 デフレ基調が再び強まることが懸念される。 軽減税率制度への対応と
しては受発注システムや物流面で大きな問題は発生していないが、 １１月から区分記載請求書を
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使用した企業間取引が本格化するので代金回収や支払い業務、 リベートの適用税率などが課題
となる。 慣れるまで暫くは大きな労力を使う事になる」 と述べた。 講演会では、 流通システムの標
準化推進事業の推進状況やＡＩを活用した業務革新、 小売業のデジタル ・ トランスフォーメーショ
ンと新たな流通標準化などに関して、 それぞれの専門家が講演。 その中でカスミの山本慎一郎専
務取締役上席執行役員は 「この２０年でデジタル化の進化が進む一方でシステム投資も含め小売
業の対応は遅れている。 リアルタイムでの在庫共有などＩＣＴを活用し、 従来とは異なる新たなビジ
ネスプロセスを再構築する必要がある」 と指摘した。

【令和元年情報システム研修会 講師 ・ 演題】
（１） 「流通システム標準化普及推進協議会」 の活動について
一般財団法人 流通システム開発センター ソリューション第二部 部長 坂本 真人氏
（２） 「製 ・ 配 ・ 販連携協議会」 の活動状況について
公益財団法人 流通経済研究所 専務理事 加藤 弘貴氏
（３） 「みんなのＵＸＤ～ＩＴ部門にとってのＵＸＤとは～」
東芝デジタルソリューションズ株式会社
デジタル人材開発 ・ 技術管理部企画担当 参事 綿引 賢氏
（４） 「リテイル２． ０ へ、 小売業のデジタル ・ トランスフォーメーションと新たな流通標準化」
株式会社カスミ 専務取締役 上席執行役員 山本 慎一郎氏
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２０１８年度 （平成３０年度） 情報処理コストの実態調査について
情報システム研究会システム専門部会
（調査目的）
〝ＥＤＰ費の妥当性把握〟
情報システム研究会システム専門部会は、 加工食品卸の情報システム部門の経費の妥当性を
客観的に評価するため、 またＥＤＰ費のトレンドを把握し情報システム部門の将来に向けての基礎
情報を蓄積するため平成１９年度から継続して情報システム処理コストの実態調査を行っており、
今年度も継続して会員卸企業１１社が参加して実態調査を行った。
【実態調査参加会員卸企業１１社名 （順不同）】
旭食品 （株） ・ 伊藤忠食品 （株） ・ 加藤産業 （株） ・ 国分グループ本社 （株） ・ コゲツ産業 （株） ・ （株）
トーカン・（株） 日本アクセス・日本酒類販売 （株）・三井食品 （株）・三菱食品 （株）・ヤマエ久野 （株）
（調査手順）
情報処理コストの費目は各社で異なる勘定科目細分で計上されているが、 専門部会メンバ－が
調査の継続性を考慮して費用区分をマッピングして金額を調査した。 調査結果の纏めは費用区分
ごとに売上比率で実施した （連結売上高で実施）。 なお、 物流に関するシステムコスト （マテハン
等） と得意先に支払うＥＯＳ処理料 （支払処理費） は含まれていない。
（調査結果分析）
調査参加企業の連結売上高は前年比１０２．１０％と増加し、 対するＥＤＰ費も１０１．９３％とほ同
様の増加率となっている。
ＥＤＰ費全体の売上比率は調査開始以来の平均値である０．２７％から大きな変化はないものの、
内訳をみると本年度はハードウエア関連が減少し、 その分ソフトウエア関連 ・ サービス関連が増加
している。
クラウドサービス等が徐々に活用されてきていると思われるが、 この傾向は今後どのように変化す
るか注視していく必要がある。
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２０１９年度情報システム研究会画像専門部会活動の概要

画像専門部会の開催は、 今年度第４５回を迎え２００９年２月の発足から１０年が経過した。
１０年間の大テーマとしては、「日食協画像標準Ｖｅｒ２．１の普及啓蒙」 「棚割画像におけるメーカー
様によるＥＤＩ登録の推進」 を掲げ活動を行ってきた。
活動範囲としては、 ２１３社の共同推進メーカー様をターゲットとし、 具体的には、 棚割画像のＥ
ＤＩ提供を定期的にメールと電話での依頼を 「春夏 ・ 秋冬新商品を含み１月 ・ ４月 ・ ７月 ・ １０月」
に行った。
結果、 ２０１９年１月～１２月の画像登録率は７８．９％ （前年比６．９％アップ） であった。
２０１９年上半期 （１～６月） の画像登録率は５０．９％とＩｎｆｏｒｅｘサイトのリニューアルの影響で前
年比で大きく下げたが、ワーキング部会にて対象アイテムを見直したり、卸様から登録率の悪いメー
カー様へ登録依頼を行った事により、 年間計では前年比を上回った。
なお、 昨年度から実施のワーキング部会により、 ２０２０年度ＥＤＩ化推進活動を 「完成の年」 と
位置づけ 「推進サイクルの見直し」 「共同推進ターゲットの整理」 「メーカー様の画像提供不可能
理由の整理と対応策の検討」 をテーマに掲げ計３回のワーキング部会を開催した。
以 上
日食協 画像専門部会開催履歴
開催日

部会名

検 討 内 容

２０１９年
６月１３日

第２回画像専門部会
ワーキング部会
（トーカン様にて開催）

① 棚割画像推進活動について
・ 担当卸の見直しについて
・ 画像登録が難しとの回答メーカー２社への卸アプ
ローチ方法の検討
・ 画像登録率低いメーカー３４社の対応検討
・ 卸内個別保有画像の共有化検討
② トーカン概況報告 （岩田本部長様）

２０１９年
９月２６日

第３回画像専門部会
ワーキング部会

① 棚割画像推進活動について
・ 未登録リスト配信の報告
・ ワイン３社画像登録推進活動報告
・ 新担当卸様一部見直しについて
・ 直販メーカーで画像を必要とする企業検討
② 登録率の低いメーカーへの対応について
・ 画像登録率０％メーカーの対応検討
・ 未登録画像数上位３０社の対応検討

２０１９年
１１月２７日

第４５回画像専門部会

① 「画像専門部会」 について
② ２０１９年度活動報告について
・ 年間画像登録推移の報告
・ 春夏 ・ 秋冬新商品画像登録の結果報告
③ 課題あるメーカーへの対応検討
④ ２０２０年度活動方針 ・ 活動計画について
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〔物流問題研究会〕
物流問題研究会・物流効率化専門部会がシステム開発した 「日食協業界標準トラック入荷受付・
予約システム」 の愛称を 「Ｎ－Ｔｏｒｕｓ」 と定め、 また普及のためのシステム動画も作成して本格
的な普及拡大策につとめた。 結果、 卸拠点のみならずメーカー、 小売業拠点まで活用され２０２０
年３月末現在では１３企業４３拠点で稼働した。 またシステムの修正課題や二次開発の事案につ
いては研究会で毎回定例的にシステムを開発した富士通と打ち合わせを行い進捗状況とリリース
を確認した。
「Ｎ－Ｔｏｒｕｓ」 に続いて非競争領域のクラウド基盤を拡張し、 さらなる標準化 ・ 効率化を推進す
るため、 次の方向性として路線便業者の納品待ち時間の解消を図る検品レス化の実現化を検討
すべく、 内閣府の戦略イノベーション創造プログラム （ＳＩＰ ： 業界横断型商物情報連携基盤） と
連携し （流通経済研究所受託事業） 実証実験に協力する体制を構築する。
リードタイムの延長化については、 即席麺メーカーとは以前パレット配送化の検討をしてきた経
緯もあることから別途 （一社） 日本即席食品工業協会宛にパレット配送とＡＳＮシステムを活用し
た検品レスについての要望書を提出し、 「物流問題を検討する会」 の復活をお願いした。 具体的
打ち合わせの中でパレット化を含めメーカー ・ 卸間の物流標準化の方向性を確認した。
ＪＰＲ （日本パレットレンタル） が主催するデシタルロジスティクス推進協議会に弊協会はアドバイ
ザー会員として参画し納品伝票電子化の仕様及びデータ交換の標準規格について検討した。

〔商品開発研究会〕
本年も継続して ( 一社 ) 日本パインアップル缶詰協会が主催する開缶研究会に参加し、 国内缶
（沖縄産） と輸入缶の形態、 肉質、 色沢、 香味などについて品評した。

〔法務研究会〕
今年度も基本的に２ヶ月に１回定期的に研究会を開催、 座長は輪番制で運営したが、 令和２年
３月の開催は新型コロナウィルスの影響から延期となった。 今年度の検討したテーマは以下のとお
り。
①社員の副業 ・ 兼業への対応について
② 「独占禁止法優越的地位の濫用規制」 ～協賛金の負担要請について～
③ 「塩事業法」 ～塩卸売業の登録申請～について
④ 「改正健康増進法」 について
⑤ 「電子契約」 について

〔労務管理研究会〕
今年度も２ヶ月に１回定期的に研究会を開催し、 座長は輪番制で運営した。 主な検討テーマは
以下のとおり。
①働き方改革関連法施行への対応について
②タレントマネジメントシステムの導入内容及び具体的活用方法について
③社員の副業問題について
④採用状況にについて
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⑤新入社員の配属施設等について
⑥社員の健康管理について
・ 健康管理体制
・ 健康管理における課題や対策等の取組み
・ 社員の健康増進や生活習慣病の予防対策として実施している施策
⑦社員のコミュニケーション活性化施策として実施していることについて
⑧働き方改革を契機とした生産性向上について
⑨従業員エンゲージメント向上に向けた具体的な取組みについて
⑩オリンピック期間中の勤務対策について
⑪新卒採用人員計画について ( ２０２１年４月採用 )
⑫新型コロナウィルスへの対応について
⑬同一労働同一賃金について

第４６回 異業種交流委員会開催
第４６回異業種交流会が１０月１０日 （木） 午後３時より今回の当番幹事団体である全国菓子卸
商業組合連合会のある東京菓子会館会議室で開催された。 全菓商連の専務理事酒井宏通氏の
司会進行で始まり、 各団体から提出された議題や報告事項について質疑が行われ、 最後に全菓
商連から提議された２０２０年五輪開催時の物流体制と企業活動について東京都オリンピック ・ パ
ラリンピック準備局の大会施設部輸送課から 「東京２０２０大会輸送と企業活動との両立に向けて」
と題して報告がなされた。
［各団体から提出された議題内容］
・ （一社） 日本加工食品卸協会
①消費税増税と軽減税率制度対応状況
②メーカーの納品リードタイム延長化に伴う対応について
・ （一社） 日本医薬品卸売業連合会
①ＪＧＳＰ （ＪＡＰＡＮＥＳ ＧＯＯＤ ＳＵＰＰＬＹＩＮＧ ＰＲＡＣＴＩＳＥ） ＧＤＰ国際整合化対応版に
ついて
・ 東京医療用品卸商協同組合
①消費税増税に伴う対応について
②２０２０年五輪開催時の物流と勤務体制について
③自然災害時の出勤形態と連絡方法
・ 全国米穀販売事業共済協同組合
①消費税軽減税率制度について
②米港の物流合理化について
・ 全国化粧品日用品卸連合会
①サプリコ、 その独創的ビジネスモデルについて
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②流通懇談会の開催内容について
③自動水呑器 （ワンタッチ栓開閉） ハジーボトルについて
④卸研フォーラムについて （１１月５日開催）
・ 全国菓子卸商業組合連合会
①全菓卸商連活動のキャンペーン ・ イベントの紹介
②２０２０年五輪開催時の物流体制と企業活動について

第４７回 異業種交流委員会開催
第４７回異業種交流委員会が２月１３日 （木） 午後３時より、今回の当番幹事団体である （一社）
日本医薬品卸売業連合会会議室にて開催され、 当協会からは奥山専務理事と時岡事務局長の
２名が参加した。 当委員会は各業種で中間流通を担う各団体が持つ課題の共有や様々な情報交
換を行うことを目的として年２回定期的に開催されている。
［各団体からの報告事項］
１． 全国化粧品日用品卸連合会
①化粧品日用品業界の物流データ連携について
②全卸連主催ボウリングＳＳＳカップについて
③主要メーカーに関するアンケート調査について
２． 日本加工食品卸協会
①２０２０年食品流通業界の課題
②温度管理加工食品の販売に関するＨＡＣＣＰ手引書について
③異常気象時のトラック輸送中止目安について
④加工食品食育推進協議会の設立について
⑤食品ロス削減推進法の基本方針について
３． 東京医療用品卸商協同組合
①返品実態と得意先との返品の対応について
②第１０６回東京医療衛生用品フェアについて
４． 全国米穀販売事業共済協同組合
①精米年月日表示の見直しについて
②取引実態調査結果について
５． 日本医薬品卸売業連合会
①新型コロナウィルス感染拡大に伴う医薬品 ・ 衛生材料等の緊急輸送への協力について
②返品調査結果について
③東京オリンピック ・ パラリンピックの医療品流通について
上記の中でも返品問題については各業種に共通する課題でもあり、 様々な情報交換を含め活
発に議論された。 尚、 次回は東京医療用品卸商協同組合が幹事団体となり、 １０月１４日に開催
される。
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