
平成26年2月吉日 

会 員 各 位 
 

東京都港区赤坂1丁目14番5号 

アークヒルズエグゼクティブタワー8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。万障お

繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、当日ご欠席の場合には、代理人によって議決権を行使することができますので、お

手数ながら後記の総会参考資料をご検討のうえ、同封の委任状に必要事項をご記入、押印の

上、平成26年2月26日（水曜日）正午までに事務局に到着するように郵送もしくはファクシ

ミリにてご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具 
 

記 
 
 

  1. 日     時  平成26年2月27日（木曜日）午後5時15分～ 

  2． 場     所  ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1 グローリー 
             東京都港区赤坂1-12-33 
  3． 目 的 事 項 

         報告事項   第4期（ 自平成25年1月1日 至平成25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4期（ 自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）計算書類の内容 

                      の件  

          第2号議案  理事5名選任の件 

     第3号議案  監査役1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される場合は、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。 

以 上 

1 

総会参考資料に修正が生じた場合は、当法人Webサイト（http://jane.or.jp/）に掲載させていただきます。 

http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
http://jane.or.jp/
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日時・会場のご案内 

  1. 日     時    平成26年2月27日（木曜日）午後5時15分～ 

  2． 場     所    ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1 グローリー 
                東京都港区赤坂1-12-33 
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総会 参考資料 

  
報告事項  第4期（ 自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）事業報告の内容   
      報告の件 
 

2013年期 新経済連盟事業報告 

 

   2013年度は、第二次安倍晋三政権の打ち出す大胆な金融政策や経済対策、大型補正予算

等いわゆる「アベノミクス」により、円安・株高基調が明確となり、個人消費や企業の設備投資等の

マインドが改善した年となりました。 

  新経済連盟は2013年4月、設立後初となる大規模な国際イベント「新経済サミット2013」を開催し

ました。同イベントでは、世界中のビジネスと人々の生活の様式に大きな影響を与え、新たな価値

と市場を創出してきた経営者、起業家をゲストスピーカーとして国内外から多数招きました。ゲスト

スピーカーにより、国内外の最先端サービスの事例や動向が紹介されるとともに、当連盟の３つの

理念である「イノベーション」「アントレプレナーシップ」「グローバリゼーション」の観点から日本経

済再生に向けた方策について有益な議論が交わされました。議論の結果は即日提言として取り

まとめられ、開催翌日、政府に手交されました。その提言の内容の多くが、目下政府内で検討を

されております。 

 「アベノミクス」の三本目の矢である成長戦略が公表された6月には、 ４人の著名な経済学者・ア

ナリストをパネリストに招き、「アベノミクス」の可能性とその課題を問う政策討論会「アベノミクス

フォーラム」を開催しました。 

 また、昨年は、当連盟が長年重要な政策課題と位置づけ取り組んできたインターネット選挙運

動がついに実現した年でもありました。2月は、「インターネットを使った選挙運動の解禁に向け

て」と題するシンポジウムを開催しました。各政党所属の国会議員に議論いただくことで、その後

のインターネット選挙運動解禁を内容とする公職選挙法の改正を強く後押しすることができました。 

 昨年、当連盟は組織体制の強化も図りました。7月には、事業運営に多様な意見を反映させる

べく、多種多様な業界で意欲的なサービスを展開している会員会社の代表取締役等で構成され

る幹事会を発足させました。10月には、幹事を中心とした15のプロジェクトチームが発足し、「新経

済」の名に相応しい様々な政策・ビジネス課題を取り上げ、活動を始めております。 

 会員の皆さまには、これまで、勉強会および懇親会を定期的に開催させて頂くことで、会員相互

のネットワーキングの場を提供させていただきました。今後、新産業およびベンチャー界の発展に

向けた政策提言や、会員の皆さまのお役に立つイベントや勉強会並びにネットワーク強化の機会

等をなお一層充実してご提供して参りたく考えております。何卒倍旧のご支援とご協力を賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 
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ITイノベーション推進PT、エネルギー改革PT、起業促進PT、知識社会型新たな就労環境実現
PT、企業ガバナンス向上PT、税制改革PT、マイナンバー民間利用推進PT、医療費削減PT、教
育改革PT、イノベイティブ人材育成貢献PT、クールジャパン推進PT、経済連携協定への対応PT、
ライフアシストポイント推進PT、観光立国推進PT、「一人一票」実現PTの設置 

迷惑メール技術対策WG、薬事法に関するWG、デジタル時代の著作権WG、不動産市場拡大
WG、インターネットオブシングス価値創造WG、クラスアクション制度問題WGの設置 

2013年活動報告 

◆プロジェクトチーム・ワーキンググループ 

◆理事会・幹事会 

◆総会 

2月22日 新経済連盟 第3期定時社員総会 

1月9日 1月度理事会 

2月6日 2月度理事会 

3月6日 3月度理事会 

4月3日 4月度理事会 

5月8日 5月度理事会 

6月14日 6月度理事会 

7月3日 7月度理事会 

7月30日 第1回幹事会 

8月7日 8月度理事会 

9月4日 9月度理事会 

9月20日 第2回幹事会 

10月4日 10月度理事会 

11月6日 11月度理事会 

12月6日 12月度理事会 

12月20日 第3回幹事会 

◆勉強会等 

1月24日 勉強会「GoogleのMobile/Display広告戦略」 

2月5日 
インターネット選挙解禁に関するシンポジウム「インターネットを使った選挙運動の解禁
に向けて」 

3月7日 第4回「迷惑メール技術対策ワーキンググループ」 

3月15日 勉強会「共通ポイントサービス「Tポイント」の会員データ分析によるマーケティング」 

4月16日 新経済サミット2013 

5月31日 勉強会「インターネット選挙運動解禁に向けて」 

6月19日 アベノミクスフォーラム 

6月25日 
勉強会「京都大学との共同研究によるデータ分析と検索エンジンの変化から見る最新
SEO動向」 
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◆意見表明等 

7月24日 
勉強会「企業や働き方に急激な変化をもたらしているクラウドソーシングの最新動
向」 

8月27日 勉強会「国内Ｅコマース市場とデジタルマーケティング」 

9月12日 勉強会「日本再興戦略」の概要と「世界最先端IT国家創造宣言」 

9月25日 
勉強会「京都大学との共同研究によるデータ分析と検索エンジンの変化から見る
最新SEO動向（2回目）」 

10月15日 勉強会「特許庁による意匠法改正に関する勉強会」 

10月17日 勉強会「The Internet of Everything "すべてはインターネットにつながる"」 

11月26日 勉強会「駐日本韓国大使館主催の創造経済（Creative Economy）フォーラム」 

12月17日 勉強会「東急電鉄における渋谷駅及び沿線周辺開発の将来像」 

1月9日 インターネットガバナンス問題に関する代表理事のコメントを発表 

1月11日 
一般用医薬品の通信販売規制に係る訴訟の最高裁判決に対する代表理事のコメ
ントを掲載 

2月25日 「ICT超高齢社会構想会議」（第2回）に事務局が参加 

2月28日 原子力規制委員会が募集している「原発新安全基準」について意見提出 

3月14日 集団的消費者被害回復に係る訴訟制度に関する法案について要望書を提出 

3月18日 TPP交渉参加表明に関する代表理事のコメントを発表 

4月4日 閣議決定され国会に提出される「食品表示法案」に対して要望書を提出 

4月17日 三木谷代表理事がイノベーションに関する緊急提言を甘利大臣に手交 

4月17日 
総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会 論点整理」について、パ
ブリックコメントを提出 

4月22日 インターネットを利用した選挙活動解禁法の成立に関する代表理事のコメントを発表 

5月10日 政府より経済団体として意見照会のあった国土強靭化施策について意見を提出 

5月10日 原子力規制委員会が意見募集している原発新規制基準案 について意見を提出 

5月14日 「ICT超高齢社会構想会議」(最終回)へ事務局が参加 

5月15日 
厚労省が意見募集している医薬品ネット販売規制の経過措置の延長について意
見を提出 

5月31日 
総務省が意見募集していた「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報
告書案に関して意見を提出 

6月4日 内閣官房が意見募集していた「サイバーセキュリティ戦略（案）」に関して意見を提出 

6月7日 
ＩＴ戦略本部が意見募集していた「世界最先端ＩＴ国家創造宣言案」に関して意見
を提出 

6月14日 
経済財政運営と改革の基本方針、日本再興戦略及び規制改革実施計画に対す
る代表理事のコメント 

6月17日 
法務省が意見募集している「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に関して、
意見を提出 

6月18日 
総務省が意見募集している「イノベーション創出委員会中間とりまとめ(案)」に関し
て、意見を提出 
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◆その他 

会員様向けにメールマガジンの発行（毎月） 

◆定例活動 

6月20日 「自民党平井たくや先生との政策懇談会」を主催 

6月25日 「民主党鈴木寛先生との政策懇談会」を主催 

7月22日 第２３回参議院議員通常選挙の選挙結果に関する代表理事のコメント 

8月7日 文化庁主催の審議会で、クラウドサービスと著作権法についてプレゼン 

9月26日 
安倍晋三総理大臣をはじめ関係大臣に、労働力の流動化に向けた施策の推進に
関する要望書を提出 

10月4日 
安倍晋三総理大臣をはじめ関係大臣に、医薬品28品目の取り扱いについて意見
書を提出 

10月8日 厚生労働省が取りまとめた二つの報告に対して意見を公表 

10月24日 一般用医薬品のネット販売の取り扱いに関して申し入れを提出 

10月28日 TPP交渉参加に関する意見を提出 

10月29日 
三木谷浩史代表理事が産業競争力会議の分科会に出席し、医薬品のネット販売規
制問題について発表 

11月1日 公明党の政策要望ヒアリングに國重顧問ほかが参加 

11月5日 
規制改革会議創業・IT等WG（第12回）において「非対面サービスでの本人確認、年
齢確認」につき事務局より要望を発表 

11月5日 
内閣府で行われました規制改革会議「創業・IT等 ワーキング・グループ」に新経済
連盟事務局が参画 

11月5日 医薬品ネット販売に関する同日の報道について代表理事のコメントを掲載 

11月7日 
いわゆる「日本版クラスアクション法案」についての要望書を参議院委員会所属の
国会議員に提出 

11月12日 薬事法改正案に関する三木谷代表理事のコメントを発表 

11月14日 
政府のIT戦略本部「第二回規制改革分科会」における「不動産のインターネット取
引の実現に必要な規制改革」に関する要望事項の発表 

11月22日 
IT戦略本部で開催された「パーソナルデータに関する検討会」に新経済連盟事務
局が参加 

12月5日 政府CIO、投資局長はじめエストニア政府高官との間で意見交換会を開催。 

12月6日 
医薬品ネット販売の規制に関する改正薬事法の成立に関する代表理事のコメントを
公表 

2月28日 「新経済連盟白書2013」の発刊 

7月4日 7月21日参議院議員選挙における推薦候補者を決定 

7月10日 投票率向上活動「VOTE FOR JAPAN 投票しよう」を開始 

12月3日 「新経済サミット2014」のチケット一般先行販売を開始 
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第1号議案 第4期（自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）計算書類の内容の件 

貸借対照表 

一般社団法人新経済連盟 

平成25年12月31日現在 

（単位:円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） （負債の部） 

【流動資産】 71,758,513 【流動負債】 1,008,582 

 現金及び預金 71,325,263   前受金 942,400 

 仮払金 433,250   預り金 56,182  

      仮受金   10,000 

【固定資産】 4,367,901     

有形固定資産 369,759     

 建物付属設備 451,500 

   建物付属設備減価償却累計額 △81,741 負債の部合計 1,008,582 

無形固定資産 798,142 （正味財産の部） 

 工業所有権（商標権） 798,142 【一般正味財産の部】 75,117,832 

投資その他の資産  3,200,000   一般正味財産 75,117,832 

 敷金 3,200,000 (うち、当期正味財産減少額） (1,633,125) 

資産の部合計 76,126,414 負債及び正味資産合計 76,126,414 
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正味財産増減計算書 
一般社団法人新経済連盟 

自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日 
（単位:円） 

科目 金額 

１．年会費収入 55,135,000 

２．事業関連収入 85,978,150 

３．寄付金収入 10,000 

４．雑収入 517,724 

経常収入合計 141,640,874 

１．事業関連費用  117,992,634 

２．管理費   

  福利厚生費 18,784 

   接待交際費 210,000 

  会議費 5,428,760 

  旅費交通費 261,415 

  通信費 590,789 

  消耗品費 923,505 

  事務用消耗品費 219,100 

  水道光熱費 269,361 

  新聞図書費 81,373 

  支払手数料 245,875 

  地代家賃 9,600,000 

  リース料 132,300 

  租税公課 212,582 

  支払報酬料 6,832,402 

  減価償却費 129,279 

  雑費 55,840 

  法人税 70,000 

経常費用合計 143,273,999 

当期経常増減額 △1,633,125 

【一般正味財産増減の部】   

 当期一般正味財産増減額 △1,633,125 

 前期繰越正味財産額 76,750,957 

一般正味財産期末残高 75,117,832 
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第2号議案 理事5名選任の件 
 

本定時総会終了時をもって、理事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  金丸 恭文 フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役会長兼社長 再任 

3  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 

4  熊谷 正寿 GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長 再任 

5  平井 康文 シスコシステムズ合同会社 代表執行役員社長 新任 

第3号議案 監査役1名選任の件 
 

本定時総会終了時をもって、監査役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 代表取締役社長 CEO 再任 


