2020年2月吉日

会 員

各 位
東京都港区虎ノ門１-2-8
虎ノ門琴平タワー5階
一般社団法人 新経済連盟
代表理事
三木谷 浩史

総 会 招 集 ご 通 知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当法人定時社員総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。総会終了後は会員間の交流をはか
る目的で懇親会を計画しております。つきましては、同封の「総会等出欠通知書・委任状」に必要事項をご記入・押印の上、
2020年3月3日（火）正午までに事務局に到着するように郵送またはファクシミリもしくは電子メールへのPDFファイルの添付に
てご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
1. 日

時

2020年3月4日（水）（1）総会：17時00分～ （2）懇親会：総会終了後

2. 場

所

ザ・プリンス パークタワー東京 ボールルーム
東京都港区芝公園4-8-1

3. 目 的

事 項

報告事項

第10期（自2019年1月1日 至2019年12月31日）事業報告の内容報告の件

決議事項

第1号議案 第10期（自2019年1月1日 至2019年12月31日）計算書類の内容の件
第2号議案 理事7名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
代理人により議決権を行使する場合は、議決権を有する会員に委任する場合に限られます。
なお、代理人は1名とさせていただきます。
総会参考資料に修正が生じた場合は、当法人Webサイト（https://jane.or.jp/）に掲載させていただきます。
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総会 参考資料
報告事項

第10期（ 自2019年1月1日 至2019年12月31日 ）事業報告の内容報告の件
第10期 新経済連盟事業報告

2019年度は、会員企業向けセミナーの開催数を増やし、オンライン配信を提供することで、参加機会の向上を図るとともに、恒例の
ビッグイベント「新経済サミット（NEST）」を東京に加えて、初めて関西でも開催しました。

6月のNEST TOKYOでは、新経済連盟に加盟する上場企業を構成銘柄とする「新経連株価指数」を公表し、私たちが成長企業の集う
団体であるということを客観的な数値で提示しました。この指数の推移は、ウェブサイトを通じて日々配信しており、メディアや金融機
関からも大きな注目を集めています。
また昨年は、国会議員をも対象としたビジネスセミナーを開催することで、会員企業と国会議員との接合点を作り、民間の声を政界に

届ける橋渡しの役割を果たしました。
こうした活動と並行して、政策分野では、規制や税制のイコールフッティングの確保を提起した「海外デジタルプラットフォームを巡る諸
課題と対応策」、官・民取引や民・民取引についてデジタル完結可能な制度を提唱した「デジタルファースト社会に向けた法案への期待
と要望事項」、さらには「2020年度税制改正に関する提言」等が、政府の議論や立法過程に大きな影響を与えました。

このような実績を基盤として、本年は、特に「AI」、そして「オープンイノベーション」を重点分野として、「移民受入れ」「フィンテック」「ブ
ロックチェーン」等についても、会員企業の声を取り込んだ具体的な政策提言を行って参ります。
その他、新経済連盟の存在感を高める新たな取り組みとして、オウンドメディアの開設についても、鋭意準備を進めております。
新しい時代を切り拓く新しい力として、本年も新経済連盟は日本経済の発展に向けた取り組みに尽力して参りますので、会員企業の皆
さまの変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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第10期 新経済連盟 活動報告

理事会・幹事会・社員総会
日付
2月7日 理事会
3月6日 第9期定時社員総会
3月18日 理事会/幹事会
6月10日 理事会/幹事会
9月20日 理事会/幹事会
12月25日 理事会/幹事会

事項

会員向けイベント、その他新経済連盟主催イベント
日付

事項
【会員セミナー】「社会課題解決のための新規サービス創出ワークショップに関する説明
1月8日
会」
1月22日 【グランドデザインPT】「デジタルシフトに対応した経済のグランドデザイン策定について」
【会員セミナー：フィンテックPT】「『仮想通貨交換業等に関する研究会』報告書と今後の
1月23日
規制上の枠組みについて」
1月28日 新経済連盟 新年会
1月30日 【会員セミナー】「年率30%成長を支えるインサイドセールスとは？」
1月31日 【イノベーション促進PT】「時価総額一兆円クラブを目指す具体策について」
2月13日 【国会セミナー】「日本におけるドローンの最先端」
【グランドデザインPT】「デジタルシフトに対応した経済のグランドデザイン策定について
2月13日
（第2回）」
2月15日 【会員セミナー】「マイナポータルのご紹介-民間サービスでこんなに使える！」
【会員セミナー】「大学スポーツの振興の支援に関する勉強会- スポーツ庁より(社)大学ス
2月18日
ポーツ協会設立の説明 -」
3月7日 【会員セミナー】「ソーシャルイノベーション研究会（第1回）」
3月8日 【会員セミナー】「政策ヒアリング：個人情報保護法見直しに関する意見集約」
【グランドデザインPT】 「デジタルシフトに対応した経済のグランドデザイン策定について
3月11日
（第3回）」
3月13日 【国会セミナー】「デジタルファースト社会に向けた法案への期待」
4月8日 【会員セミナー】「最新の教育行政とエドテックの今後について」
【会員セミナー】「最先端のスタートアップ戦略の実態を知る！-ローランドベルガーご担
4月22日
当者様によるドイツの事例報告-」
4月24日 【国会セミナー】「海外デジタルプラットフォームを巡る諸問題-」
4月25日 【会員セミナー】「経済産業省・ＩＴ導入補助金に関する説明会2019」

5月15日 【国会セミナー】「投資を通じたSDGsの達成 －社会的インパクト投資の最新動向－ 」
5月15日 【会員セミナー】「個人情報保護法見直しに関する中間整理について」
5月16日 【会員セミナー】「MaaSに関する最新の取組みと、実証支援事業のご案内」
5月20日 【会員セミナー】「地方創生SDGs金融フレームワークについて」
【会員セミナー】「新学習指導要領の目玉「アクティブラーニング」その最先端を知る！-教
5月21日
育と探求社「クエスト事業」の報告-」
【会員セミナー】「ストックオプション制度の現状や課題を語る -有効な人材獲得手段や社
5月27日
員へのインセンティブ付与などの観点から-」
5月28日 【会員セミナー】「ソーシャルイノベーション研究会（第2回）」
5月29日 【会員セミナー】「セールステックの業界事情と日本における先端事例の紹介」
6月5日 【グランドデザインPT】「経産省による三省庁検討会結果の報告」
6月20日 【NEST】新経済サミット２０１９（NEST TOKYO ２０１９）
6月27日 【会員セミナー】「2020年及び2025年万博の説明会 -経済産業省様から-」
【会員セミナー】「海外で日本企業が稼げるように海外の受注・投資案件等を日本政府が
7月3日
支援します-経済産業省によるインフラシステム輸出戦略の説明会-」
7月8日 【会員セミナー】「法務省『外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策』の説明会 」
【会員セミナー】「バックオフィスの働き方改革・クラウドサインの「契約書電子化」最新動
7月16日
向のご紹介」
【会員セミナー】「エドテックが及ぼすビジネスインパクト -エドテックの現状と未来を知る
7月19日
-」
【会員セミナー】「金融・不動産の規制改革に関する合同勉強会（不動産テック協会、
7月22日
Fintech協会 共催）」
【会員セミナー】「不動産IT重説に関する最新動向のご紹介！-国土交通省によるIT重説
7月24日
（売買、電子書面）社会実験と登録事業者の説明会- 」
【会員セミナー】「多様な働き方を尊重するダイバーシティ経営への取り組み -がんになっ
7月26日
ても安心して働ける職場づくりにむけて-」
【会員セミナー】「経済産業省による最新版「研究開発税制」説明会 -今年度改正による企
8月26日
業メリット（なんとベンチャーは最大60％控除！）のご案内-」
8月28日 【一般＋会員セミナー】「LGBT等性的マイノリティへの理解促進セミナー」
【会員セミナー】「デジタル経済下における「業務提携」と独禁法の考え方 -公正取引委員
8月29日
会による論点整理のご紹介-」
【会員セミナー】「経済産業省による「SDGs経営ガイド」説明会 -企業の「SDGs経営」に
9月2日
よるESG投資の呼び込みを後押しします- 」
9月5日 【会員交流会】第1回 新経済連盟 麻雀大会
9月11日 【NEST NEXT】「米国発 フィンテックセキュリティ・ビジネスが日本に及ぼすインパクト」
9月12日 【会員セミナー】「OECDのシェアエコ税制自主ルールに関する国税庁との意見交換会」
【会員セミナー】「公正取引委員会による独禁法の考え方説明会-デジタル・プラット
9月24日
フォーマーによる消費者への優越的地位の濫用について-」
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【会員セミナー】「AIビジネスを始める時のチェックポイント講座-政府によるAI利
9月26日
活用ガイドラインの説明会-」
NEST KANSAI 2019 pre-event #1「これから関西ほんまにオモロイの
9月30日
か？」
【会員セミナー】「コンプライアンスを徹底した企業運営に向けて-反社チェックの
10月9日
重要性に関するご説明-」
【国会セミナー】「シリコンバレーを凌駕した中国最先端ネットビジネス－政府主導
10月16日
の規制及び緩和で世界一に躍り出た中国ネットビジネスと日本の比較－」
10月23日 【会員セミナー】「暗号資産（仮想通貨）の税制とこれからを考える勉強会」
10月23日 【国際】ウクライナ大統領との昼食会
10月28日 【国際】ラトビア経済大臣との朝食会
NEST KANSAI 2019 pre-event #2「3人の起業家と語り合う、これからの
10月28日
関西に必要なチカラとは？」
【会員セミナー】「企業結合審査ガイドライン改定案について -公正取引委員会に
10月30日
よる説明会＆意見交換会-」
11月5日 【NEST】新経済サミット2019（NEST KANSAI 2019）
11月13日 出張授業：東京都市大学等々力高等学校
【会員セミナー】「ネットワークコンテンツ情報共有会-コンテンツビジネスをめぐる
11月18日
最新動向のご紹介-」
【国会セミナー】「2020年度 学習指導要領改訂に向けて-教室の中だけで終わら
11月20日
ない国際競争力の源泉となる『生きる力』を育む教育とは-」
【ビジネスセミナー】「データ保護を巡る日本及び世界の最新動向 ～経営層なら最
11月25日
低限押さえておきたい～」を開催
11月28日 【NEST NEXT】「AIビジネスのビッグインパクトと実装」
12月1日 【国際】イスラエル視察（～5日）
【ビジネスセミナー】「不動産データに関する課題や、各産業におけるデータ利活用
12月10日
の現状-有識者の講演やワークショップ-」
12月11日 【国会セミナー】「オープン・イノベーションについて」
12月12日 【会員交流会】第1回 新経済連盟 ゴルフ大会
【会員セミナー】「外国人雇用先端事例 -オンラインプラットフォームとデータを活
12月17日
用したソリューション：日本語教育、ビザ申請から生活支援まで-」
【会員セミナー】「文部科学省に聞く！いよいよはじまるプログラミング教育の最
12月18日
新状況」

政府会議等への参画
日付
事項
1月9日第4回GSG国内諮問委員会G20WG
1月21日第5回「未来の教室」とEdTech研究会（経産省）
1月31日金融審議会第7回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
2月7日第2回「外国人材の受入れに関する円卓会議」
2月12日第5回「ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」（国交省）
2月13日第9回 無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会（国交省）
2月19日第13回シェアリングエコノミー検討会議（ＩＴ総合戦略本部）
2月20日第4回デジタル・ガバメント分科会（ＩＴ総合戦略本部）
2月22日第6回「未来の教室」とEdTech研究会（経産省）
2月25日第20回割賦販売小委員会（経産省）
2月27日第６回 COOL CHOICE推進チーム（環境省）
3月4日金融審議会第8回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
3月4日第6回データ流通・活用WG（内閣官房IT総合戦略室）
3月6日第10回 無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会（国交省）
3月8日CO2排出削減対策技術評価委員会（環境省）
3月13日第１回 スマートSME（中小企業）研究会（経産省）
3月22日第16回新戦略推進専門調査会・第12回官民データ活用推進基本計画実行委員会合同会議
外国人材の受入れに関する円卓会議公開シンポジウム 「外国人受入れと日本の未来―在
3月26日
留外国人基本法に向けて」
3月27日第5回デジタル・ガバメント分科会（内閣官房IT総合戦略室）
4月3日第14回「シェアリングエコノミー検討会議」（内閣官房IT総合戦略室）
4月5日金融審議会第9回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
4月11日第7回データ流通・活用WG（内閣官房IT総合戦略室）
4月16日ICPF 情報通信政策フォーラム
4月22日金融審議会第10回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
4月22日第４次産業革命と税制に関する研究会（仮称）（経産省）
4月23日第15回 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房IT総合戦略室）
4月24日第2回スマートSME研究会（経済産業省 中小企業庁）
5月20日一般社団法人Fintech協会 API・セキュリティ分科会
5月21日第8回データ流通・活用ワーキンググループ
5月21日第17回新戦略推進専門調査会・第13回官民データ活用推進基本計画実行委員会合同会議
5月23日日本ベンチャー大賞授賞式
5月24日第6回デジタル・ガバメント分科会
5月29日金融審議会第11回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
6月10日金融審議会第12回金融制度スタディ・グループ（金融庁）
6月24日外国人材受入れに関する円卓会議
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7月4日 第２回 第４次産業革命と税制に関する研究会
7月5日 第7回デジタル・ガバメント分科会
7月10日 令和元年度社会システム革新低炭素化技術開発分野分科会（第１回）
7月22日 デジタルエコノミーと税制研究会（経済産業省）
8月9日 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する幹事会（内閣官房）
8月23日 東京都Society5.0検討会 第3回
8月28日 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する協議会（内閣官房）
9月12日 デジタル・ガバメント分科会（内閣官房）
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第1
10月4日
回）（金融庁）
10月10日 第5回スマートSME研究会（経済産業省）
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第2
10月24日
回）（金融庁）
10月30日 GSG国内諮問委員会
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第3
10月30日
回）（金融庁）
11月1日 第6回スマートＳＭＥ研究会（経済産業省）
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第4
11月12日
回）（金融庁）
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第5
11月26日
回）（金融庁）
11月27日 第7回スマートSME研究会（経済産業省）
11月30日 第７回 COOL CHOICE推進チーム（環境省）
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第6
12月10日
回）（金融庁）
12月11日 第9回 日EU ICT戦略ワークショップ（総務省・欧州委員会DG CONNECT）
12月16日 2019年度 CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業成果発表会
金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ（第7
12月18日
回）（金融庁）
12月23日 東京都Society5.0の在り方研究会

政府会議等でのプレゼンテーション・講演等
日付
事項
1月29日 【プレゼン】国立大学協会 教育・学生小委員会との意見交換
4月1日 【プレゼン】個人情報保護委員会で、施行後3年毎の見直しに関して意見を表明
【プレゼン】「規制改革推進会議投資等ワーキング・グループ」にて、フィンテックによる多
4月11日
様で合理的なサービスの提供に向けた要望についてプレゼン
【プレゼン】自民党ＩＴ戦略特別委員会「IT・デジタル政策に関するヒアリング」にてプレゼ
4月19日
ン
【プレゼン】「Society5.0」社会実装モデルのあり方検討会(第1回)にて「東京都
5月9日
Socierty5.0の社会実装に向けて」をプレゼン
【プレゼン】自民党清和政策研究会にて「海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題」に
5月16日
ついてプレゼン
5月17日 【プレゼン】「公明党ＩＣＴ社会推進本部」の政策ヒアリングにて、要望を提案
【プレゼン】自民党IT戦略特別委員会にて、「個人情報保護法の改正に関する中間整理
5月21日
（案）」に対する新経済連盟の意見を説明
6月7日 【プレゼン】ＩＴ総合戦略本部にて、デジタル政策について意見表明（三木谷代表理事）
【プレゼン】「Society5.0」社会実装モデルのあり方検討会(第2回)にて「東京都
7月4日
Socierty5.0の社会実装に向けて」をプレゼン
【プレゼン】総務省 情報通信審議会にて「越境経済・デジタル経済への対応」に関する新
9月17日
経済連盟の意見を説明
【プレゼン】「外国人材の受入れに関する円卓会議」にて、新経連の「移民受入れに関する
9月24日
提言」について説明
【プレゼン】日本記者クラブ会見にて、吉田理事が「プラットフォーマー規制の論点」につ
9月25日
いての考えを説明
【プレゼン】自民党「デジタル社会推進特別委員会」と公明党「政策要望懇談会」にて、
10月24日
「New Economy の実現に向けた政策要望」について説明
11月13日 【プレゼン】野党税調ヒアリングにて税制改正要望を説明
12月20日 【プレゼン】科学技術基本計画検討会議 基本計画専門調査会（第３回）にてプレゼン
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政策提言・パブリックコメント等
日付
事項
2月14日 【政策提言】「暗号資産の新たな規制に関する要望」を 金融担当大臣宛てに提出
【政策提言】「デジタルファースト社会に向けた法案への期待と要望事項」を平井IT担当大臣に
2月15日
提出
2月19日 【パブコメ】法務省の省令改正案(法人設立手続き関係)について意見を提出
3月6日 【パブコメ】OECDにおけるデジタル化と税制上の課題に関する検討に対し意見表明
3月15日 「デジタル手続法案の閣議決定」を受けてコメントを発表
3月26日 【政策提言】「海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題と対応策」を経済産業省などに提出
4月12日 【パブコメ】法務省の『出入国在留管理基本計画（案）』について意見を提出
「平成の振り返りとしてこれまでの提言、施策に対する進捗評価をまとめたJANE イノベーションモ
4月24日
ニター（通称：JIM)」 を発表
【政策提言】「ブロックチェーンと暗号資産に関する要望」を金融担当大臣ほか関係大臣宛てに
7月30日
提出
8月2日 「決済」法制に係る制度整備について金融担当大臣宛に連名で要望書を提出
8月27日 【政策提言】「2020年度 税制改正に関する提言」を発表
9月26日 【政策提言】「移民受入れに関する提言」を政府宛てに提出
【パブコメ】「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的
9月30日
地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（案）」について意見を提出
【パブコメ】「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書に関する意見募
10月9日
集」について意見を提出
【パブコメ】「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改定案及び「企業結合審査の
11月5日
手続に関する対応方針」の改定案について意見を提出
11月12日 【パブコメ】OECDにおけるデジタル化と税制上の課題に関する検討に対し意見表明（pillar1）
12月2日 【パブコメ】OECDにおけるデジタル化と税制上の課題に関する検討に対し意見表明（pillar2）
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第1号議案 第10期（自2019年1月1日 至2019年12月31日）計算書類の内容の件
貸借対照表
（2019年12月31日）

一般社団法人新経済連盟
（単位:円）

科目
（資産の部）

金額

科目

金額

（負債の部）

【流動資産】
現金及び預金
前払費用
未収入金

61,902,545 【流動負債】
58,256,844 未払金
3,095,701 未払消費税等
550,000 預り金

【固定資産】
有形固定資産
建物付属設備
工具器具備品
減価償却累計額
無形固定資産
工業所有権（商標権）
投資その他の資産
敷金
資産の部合計

24,147,018
272,584
451,500
472,500
△651,416
負債の部合計
1,210,737
（正味財産の部）
1,210,737 【一般正味財産】
22,663,697 一般正味財産
22,663,697 (うち、当期正味財産増減額）
86,049,563
負債及び正味資産合計

5,544,947
3,439,000
788,300
1,317,647

5,544,947
80,504,616
80,504,616
-(1,553,354)
86,049,563
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正味財産増減計算書
（自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日） 一般社団法人新経済連盟

（単位:円）

科目
1．年会費収入
2．事業関連収入
3．雑収入
経常収入合計
1．事業関連費用
2．管理費
給料手当・賞与
法定福利費
福利厚生費
接待交際費
会議費
旅費交通費
通信費
消耗品費
水道光熱費
新聞図書費
支払手数料
地代家賃
賃借料
リース料
租税公課
支払報酬料
減価償却費
雑費
雑損失
法人税
経常費用合計
当期経常増減額
【一般正味財産増減の部】
当期一般正味財産増減額
前期繰越正味財産額
一般正味財産期末残高

金額
133,260,000
89,564,255
2,707,435
225,531,690
135,786,362
41,586,819
6,320,839
101,068
378,826
12,213,307
4,377,011
1,803,518
2,714,636
332,844
58,164
313,937
11,762,811
78,900
12,600
7,925,678
816,890
313,436
117,157
241
70,000
227,085,044
△1,553,354
△1,553,354
82,057,970
80,504,616
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第2号議案 理事7名選任の件
本定時社員総会終了時をもって、理事の任期が満了となりますため、下記の理事の選任をお願いしたいと存じます。
理事の候補者は次の通りでございます。
候補者番号

氏 名

現

職

1

三木谷 浩史

楽天株式会社 代表取締役会長兼社長

再任

2

藤田 晋

株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長

再任

3

井上 高志

株式会社LIFULL 代表取締役社長

再任

4

鉢嶺 登

株式会社オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO

再任

5

松田 憲幸

ソースネクスト株式会社 代表取締役社長

再任

6

由利 孝

テクマトリックス株式会社 代表取締役社長

再任

7

吉田 浩一郎

株式会社クラウドワークス 代表取締役社長CEO

再任

第3号議案 監査役2名選任の件
本定時社員総会終了時をもって、監査役の任期が満了となりますため、下記の監査役の選任をお願いしたいと存じます。
監査役の候補者は次の通りでございます。
候補者番号

氏 名

現

職

1

石田 宏樹

フリービット株式会社 代表取締役会長/創業者

再任

2

高谷 康久

イー・ガーディアン株式会社 代表取締役社長

再任
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