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1. はじめに 
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、森・濱田松本法律事務所では、各分野の近時のリーガルニュースを集めて、

Client Alert 2014 年 8 月号（第 8 号）を作成いたしました。実務における一助となれば

幸いに存じます。 

 

2. 知的財産法：中国において知財訴訟を専門に取り扱う知的産権法院の

設立が決定 
 

2014 年 7 月 9 日、中国最高人民法院は、同裁判所が取り組むべき改革の 5 カ年計画

についてまとめた「人民法院第四個五年改革綱要（2014-2018）」を公布し、その中で、

知的財産権（中国語では「知的産権」）に関する案件を専門的に取り扱う知的産権法院

を設立することが明確に規定されました。今後、2014 年 8 月に開催が予定される全国

人民代表者会議（全人代）常務委員会において、人民法院組織法の改正し、最高人民法

院に知的産権法院の設立権限が授権される可能性が高く、順調にいけば来春にも北京、

上海、広州に試行的に専門裁判官を配置した知的産権中級人民法院（主として第一審手

続きを担当する。）が設立される見通しとなりました。その後、全国主要都市に知的産
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権中級人民法院を設置し、原則としてすべての知的財産権訴訟を当該裁判所で処理する

ことが計画されています。 

中国では知財立国を国家戦略に位置づけ権利保護の強化を謳っており、近年、知的財

産訴訟が急増しています。これまでも主要都市では各人民法院の中に知財事件を専門に

扱う知的産権法廷が設置されており、知的財産権に比較的精通した裁判官が審理を担当

していました。しかしながら、地方都市の中級人民法院では知財事件に精通しない裁判

官が事件の処理を担当しており、審理の質や判断の統一の問題があり、また、場合によ

ってはいわゆる地方保護主義により地元企業に有利な判決が下されることが問題視さ

れてきました。 

そこで全国主要都市に専門裁判官を配置した知的産権中級人民法院を設置し、知的財

産権訴訟についてはこれらの裁判所の専属管轄とすることで、統一的かつ安定的な判断

を行い、また公平な裁判所の実現を意図して、知的産権法院が設立されることになった

ものです。 

知的財産権法院の設立の趣旨・目的は以上のとおりであり、日本企業にとっても原則

として歓迎できるものと考えられますが、今後明らかになる管轄の変更内容及びスケジ

ュールには十分な注意が必要であり、また中国における知的財産訴訟制度の整備に伴い

逆に日本企業が中国企業から提訴されるリスクも高まることが懸念されます。 

 

 
 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：欧州委員会、企業結合の届出懈怠に対して 2,000
万ユーロの制裁金 

 

2014 年 7 月 23 日、欧州委員会（EC）は、届出を懈怠して実行された欧州企業間の

買収について、2,000 万ユーロ（日本円で約 27 億 5,000 万円）の制裁金を課す決定を

しました。 

本件は、サーモンの養殖・一次加工を行う欧州企業（X）による、ノルウェーで上場

していた同業の欧州企業（Y）の買収であり、以下の通り 2 段階で行われました。2012

年 12 月 18 日、X は Y の株主 2 名から Y の株式の 48.5%を取得しました（第一取得）。

これにより、ノルウェー法上、Y の残りの株式について強制的に公開買付けが実施され、

2013 年 3 月 12 日、X は Y の株式の 87.1%を保有することとなりました（第二取得）。 

EU の企業結合規則は、一定の売上高基準を満たす当事者間の取引について、その実

行前に EC に届出を行うことを義務付け（届出義務）、EC が承認するまで実行を禁じて

おり（待機義務）、違反に対しては違反企業の年間売上高の 10%を上限とする制裁金を

課すことができるとされています。但し、公開買付けについては例外として、（1）公開
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買付けの公告直後に届出を行い、かつ（2）EC の承認前に取得した株式の議決権を行使

しない場合には、承認前であっても取引を実行することができるとされています。 

本件において、X は、届出をせずに第一取得を実行した後に EC への届出前相談を開

始し、2013 年 8 月 9 日に正式届出を行い、同年 9 月 30 日に一部事業の売却を条件とし

て EC の承認を得ました。X は、第一取得と第二取得を一連のものと捉え、第一取得に

ついても公開買付けに対する届出義務・待機義務の例外が適用される旨を主張しました。

しかし、EC は、第一取得についてかかる例外の適用を認めず、第一取得により X が届

出義務・待機義務に違反して Y の事実上の単独支配権を取得したと認定し、制裁金とし

て 2,000 万ユーロの賦課を決定しました。EC は、制裁金の額を決定するに当たり、違

反の重大性として、X は大企業であって過去に届出行った経験もあったこと及び本件株

式取得が実質的な競争上の問題をもたらすものであったことを挙げ、一方、軽減事由と

して、X が取得した株式の議決権を行使していなかったこと及び株式取得の実行後すぐ

に EC にコンタクトをしていることを挙げ、これらを総合的に考慮しました。 

本件は、公開買付けを用いた買収の一部を構成する過半数に満たない株式取得につい

て、EC が承認するまで議決権も行使されなかったにもかかわらず、届出義務・待機義

務の違反が認められ、多額の制裁金が課されたケースとして、注意を要します。欧州に

一定の売上を有する会社が M&A を検討する場合、届出の要否はもちろん、届出がどの

タイミングで必要となるかについても、専門家を交えて慎重に検討する必要があります。 

 

 

 
 
 

 
4. エネルギー・インフラ：地熱発電－環境影響評価準備書に対する環

境大臣意見の提出 
 

環境省は、2014 年 7 月 28 日、秋田県で実施予定の地熱発電所設置計画（「本事業」）

に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見（「本意見」）を経済産業大臣に提出し

ました。 

本意見では、事業実施に当たっては、①環境監視を適切に実施し、必要に応じて、追

加的な環境保全措置を講じること、②追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、客

観的かつ科学的に検討するとともに、その検討結果等を公開し、透明性及び客観性を確

保すること、③追加的な環境保全措置を講じたときは、実施結果及び措置の効果等をと

りまとめ公表すること、が総論として、また、各論としては④生産井や還元井をできる

限り長期間維持し、補充井の掘削等が最小限とすること、⑤冷却塔から排出される硫化

水素等による人及び植物への影響を監視し、影響が確認された場合には適切な措置を講

じること、⑥温泉への影響を監視し、その結果を地元温泉関係者等と共有するとともに、
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影響が確認された場合には適切な措置を講じること等が求められています。 

本事業は、地熱発電所としては環境影響評価法の施行後初めての対象事業（出力 1 万

kW 以上の地熱発電所の設置）であるとともに、2012 年 11 月 27 日に環境省・経産省

が公表した「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議中間報

告」に基づき審査期間の短縮に取り組むこととされている案件であることから、地熱発

電プロジェクトに関心を持つ事業者の注目を集めており、本意見にも示されたとおり

「本事業により得られる知見は今後の地熱発電の普及に向けて極めて有用なものとな

ることが期待され」ています。 

 
 
 

 

 

 
 
 
5. 労働法：「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書

がとりまとめられる 
 

2014 年 7 月 30 日、厚生労働省の「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇

談会」は、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」の普及を目指すための

報告書を取りまとめ、公表しました。 

こうした「多様な正社員」は一般的には「限定正社員」とも呼ばれており、「いわゆる

正社員」と「非正規雇用労働者」の二極化をめぐる課題をふまえ、労働者のワーク・ラ

イフバランスと企業による優秀な人材の確保・定着を同時に可能とするための実現策と

して特に注目を集めています。 

報告書によれば、育児・介護の事情により就労に制約がある労働者を勤務地限定正社

員や労働時間限定正社員として活用することや、高度専門的なキャリアを形成し、プロ

フェッショナルとしてキャリア展開していく労働者について、職務限定正社員として活

用することが提言されています。 

今後、労働契約法 18 条に基づく有期雇用労働者の無期転換化が生じる状況をふまえ、

こうした限定正社員の活用を検討することは非常に重要なものとなります。但し、就労

に制限のある限定正社員は従来の正社員の働きかたと大きく異なることから、就業規則

等の規定の仕方、制度の運用に十分留意する必要があります。 

 
 
 

 

 

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
  0033--55222233--77776688  

  ttaakkaahhiirroo..kkoobbaayyaasshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  岡岡谷谷  茂茂樹樹  
  0033--55222200--11886622  

  sshhiiggeekkii..ookkaattaannii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  弘弘世世  和和久久  
  0033--66226666--88555511  

  kkaazzuuhhiissaa..hhiirroossee@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  高高谷谷  知知佐佐子子  
  0033--55222233--77771177  

  cchhiissaakkoo..ttaakkaayyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  荒荒井井  太太一一  
  0033--55222200--11885533  

 ttaaiicchhii..aarraaii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
  



 
 

Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 
 
 

6. 会社法：東証が東証上場会社における社外取締役選任状況を公表 
 

2014 年 7 月 25 日、株式会社東京証券取引所が、「東証上場会社における社外取締役

の選任状況＜確報＞」を公表しました。 

同報告によれば、同年 6 月 20 日に成立した会社法改正法案の内容や ISS の議決権行

使助言方針等の影響により、社外取締役を選任する上場会社の比率は、引き続き増加傾

向を示しており、市場第一部上場企業では 74.3%（前年比 12.0 ポイント増）、全上場企

業でも 64.4%（前年比 10.2 ポイント増）へと上昇しています。 

また、独立社外取締役を選任する動きや、社外取締役を複数選任する動きも強まって

おり、独立社外取締役を選任している上場会社（市場第一部）の比率は 61.4%（前年比

14.5 ポイント増）、社外取締役を複数選任している上場会社（市場第一部）の比率は

34.3%（前年比 3.7 ポイント増）へと上昇しています。 

前号においてお伝えしたとおり、現在、東京証券取引所により導入が検討されている

コーポレートガバナンス・コードにおいては、上場会社に対して、ベストプラクティス

として独立社外取締役を少なくとも 2 名以上確保することを求めるといった対応も予

定されており、今後も、上場会社において社外取締役を選任する動きは引き続き強まる

ことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：個人情報保護法制に関する最近の動向 
 

2014 年 6 月 24 日、内閣に設置されている高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部が、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」を決定し、同年 7 月 24 日に

パブリックコメントの募集期間が終了しました。この大綱は、個人情報保護関係法令の

改正等に関する政府としての方向性を示すものと位置付けられており、内閣は、パブリ

ックコメントで寄せられた意見も参考にしながら、2015 年 1 月以降、この大綱に基づ

く個人情報関連法案を、可能な限り早期に国会に提出することとしています。 

大綱では、パーソナルデータ（個人情報保護法上の「個人情報」より広い概念）につ

いて、保護と利活用のバランスのとれた適正な取扱いを定めることを目的としており、

具体的な内容としては、①パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入、

②基本的な制度の枠組みの構築とこれを補完する民間の自主的な取組みの活用、③第三

者機関の体制整備等による実効性のある制度執行の確保、④グローバル化への対応、等

が示されております。 
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大綱では、昨今注目されている個人情報の保護のみならず、パーソナルデータの利活

用を促進することも目標として掲げられていることが注目され、今後の関係各法令の制

定状況に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：金融庁、『インサイダー取引規制に関する Q&A』の追加を公表 
 

2014 年 6 月 27 日、金融庁及び証券取引等監視委員会は、「インサイダー取引規制に

関する Q&A」の追加を公表しました。 

追加された Q&A では、取引の経緯等から重要事実を利用する意図がないことが明ら

かな場合におけるインサイダー取引規制の適用の有無を問う質問に対し、当該売買等が

重要事実を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、それにより証券市場

の公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうおそれは乏しく、インサイダー取引規

制によって抑止を図ろうとする売買等には該当しないと考えられる旨、具体的には、①

重要事実が、その公表により株価の上昇要因となることが一般的に明白なときに、当該

株式の売付けを重要事実の公表前に行っている場合や、②重要事実を知る前に、証券会

社に対して当該株式の買付けの注文を行っている場合等、取引の経緯等から重要事実を

知ったことと無関係に行われたことが明らかな場合にはインサイダー取引規制は適用

されない旨が示されています。 

インサイダー取引規制において、「特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売

買等」は適用対象外とされており（金商法 166 条 6 項 12 号、167 条 5 項 14 号）、上記

Q&A はかかる適用除外規定が適用される範囲の明確化を図るものと理解されます。 

もっとも、特に上記①の類型については、実務上「株価の上昇要因となることが一般

的に明白」かどうかを判断することには困難を伴う場合も多いものと考えられ（例えば、

M&A が公表された場合にも株価がどのように変動するかを事前に予測することは困難

です。）、インサイダー取引規制の適用の有無には引き続き慎重な判断が必要です。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
東証の上場制度整備懇談会が「我が国におけるライツ・

オファリングの定着に向けて」を公表 
 

東証の上場制度整備懇談会は、2014 年 7 月 25 日付で、「我が国におけるライツ・オ

ファリングの定着に向けて」（「本提言」）を公表しました。本提言は、懇談会での審議

の内容を踏まえて、ライツ・オファリングに係る上場制度について早急に対応すべき事

項を取りまとめたものです。 

本提言は、我が国におけるライツ・オファリングの問題点として、①ノンコミットメ

ント型ライツ・オファリングの合理性を評価する仕組みが存在しないこと、及び②新株

予約権の合理的な市場価格が形成されにくい状況があることを指摘しています。 

その上で、本提言は、ノンコミットメント型ライツ・オファリングにおいては増資の

合理性を評価するプロセス（例えば証券会社（取引参加者）による引受審査に準じる審

査を通過したことや、株主総会決議等による株主の意思確認によって株主の承認を得た

こと）を新株予約権の上場基準に追加すること、及び、ノンコミットメント型ライツ・

オファリングに係る新株予約権を上場するには、上場会社が一定の業績基準を満たして

いることも併せて求めるべきであると提言しています。 

ライツ・オファリングによる資金調達事例は近時急速に増加しており、事例の分析に

基づく制度改正の議論の動向が注目されます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10. 税務：経済産業省が産業競争力強化法の関連施策の運用実績を公表 
 
経済産業省は、2014 年 7 月 18 日、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを

目的とした産業競争力強化法の関連施策の運用実績を公表しました（経済産業省ホーム

ページ http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140718004/20140718004.html）。以下

に示すとおり、税務上の効果を伴う施策についても、既に多くの認定等がなされていま

す。 
 
① 事業再編 

事業再編計画：認定件数 5 件 

特定事業再編計画：認定件数 4 件 
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② 生産性向上設備投資促進税制 

先端設備（A 類型）：確認件数 19,240 件 

生産ラインやオペレーションの改善に資する設備（B 類型）：確認件数 828 件  
 
このほか、グレーゾーン解消制度、企業実証特例制度、リース手法を活用した先端設

備等導入促進補償制度推進事業、創業支援事業計画の認定等の件数についても公表され

ています。 

なお、出融資額の 70%以下の額の損金の先取りが可能となる特定事業再編計画につい

ては、「産業競争力強化法を利用した M&A の実務－事業再編促進税制を中心に－」（旬

刊商事法務 2027 号 36～47 頁）に詳細な記載がございますので、ご参考にしていただ

ければ幸いです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. 中国・アジア：インドにおける近時の重要な通達について 
 

近時、インドでは、2013 年会社法（Companies Act, 2013）（「新会社法」）や、外国直

接投資に関連して、インド企業省（「MCA」）やインド準備銀行（「RBI」）から、重要な

通達が出されています。本レターでは、日本企業にも関連しうる重要な通達の一部をご

紹介します。 

 

（1）「みなし公開会社」規制不適用の明確化 

1956 年旧会社法では、インド国内で設立されたと仮定した場合に公開会社に該

当する外国会社のインド子会社を原則的に公開会社とみなす条項がありました

（「みなし公開会社規制」）が、MCA の 2014 年 6 月 25 日付通達により、新会社

法では、外国会社のインド子会社には、みなし公開会社規制は及ばないことが明

らかにされました。 
 

（2）価格規制の緩和 

インドでは、これまで、居住者から非居住者への非上場会社株式の譲渡価格や

非居住者への新株発行価格は、DCF 法による「公正価格」以上であることが要求

される等の価格規制がありましたが、RBI の 2014 年 7 月 15 日付通達は、「公正

価格」の算定方法を、勅許会計士（Chartered Accountant）からの証明を取得する

ことを条件に、「国際的に認められた価格算定方法（as per any internationally 

accepted pricing methodology）」に改めました。これにより、DCF 法以外の算定

方法も参照することが適切な場合に、実態に即した価格設定の余地が広がるもの
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と考えられます。 

インドでは、このほかにも、法令解釈を明確にする重要な通達が相次いで出されてい

ることから、最新の動向を把握することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 新興国：南アフリカ共和国における雇用均等法の改正 
 

南アフリカ共和国において、2014 年 8 月 1 日より、改正雇用均等法が施行されまし

た。 

雇用均等法は、同国におけるアパルトヘイトの負の遺産からの脱却を目的に制定され

ましたが、今回の改正によって、例えば、「恣意的な理由」（arbitrary ground）に基づく

不合理な差別を禁止する旨の規定が設けられたり（改正雇用均等法 6 条 1 項）、同等の

仕事（同一の仕事の場合のみならず、実質的に同一の場合や同等の価値を有する場合を

含む。）を行っている従業員間で、同等な賃金を支払わないことが、不合理な差別に該

当する旨の規定が設けられました（同条 4 項）。また、不合理な差別を理由とした申立

てがなされた場合、原則として雇用主側で当該差別的取扱いの合理性について立証責任

を負うとしつつ（11 条 1 項）、当該申立てが「恣意的な理由」に基づく差別を理由とし

ている場合には、申立てを行った従業員側で、当該差別的取扱いが不合理であることの

立証責任を負担する旨の規定が設けられました（同条 2 項）。 

雇用均等法が、基本的に全雇用者・従業員に適用されることからすると、同法の改正

は同国における労働環境に大きな影響を与える可能性があるため、今後十分に留意する

必要があります。 
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『2014 年度「著作権実務講座」』 

開催日時  2014 年 8 月 7 日(木) 13:00～17:00 ※池村弁護士の登壇予定時間です。 

講師    池村 聡 

主催    一般社団法人日本書籍出版協会 

 

 セミナー  『6 月 20 日会社法改正法案が可決、成立！会社法改正と親子会社間 

    の規律に関わる諸問題～多重代表訴訟の創設など改正論点・子会社管 

    理に関する近時の議論を踏まえて～』 

開催日時  2014 年 8 月 19 日(火) 14:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『産業競争力強化法がもたらす M&A 実務等への影響』 

開催日時  2014 年 8 月 20 日(水) 14:00～17:00 

講師    大石 篤史 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『2014 年度損害保険特別講座「会社法改正とこれからの企業ガバナ 

    ンス -政府の成長戦略の動向も踏まえて-」』 

開催日時  2014 年 8 月 20 日(水) 18:00～20:00 

講師    野村 修也 

主催    公益財団法人損害保険事業総合研究所 

 

 セミナー  『近時の裁判例・会社法改正を踏まえた MBO・スクイーズアウト実 

    務の留意点』 

開催日時  2014 年 8 月 21 日(木) 13:30～16:30 

講師    関口 健一 

主催    金融財務研究会 

 
 セミナー  『グローバル経営支援セミナー（ミャンマー編）「ここまで変わった 

    ～ミャンマーにおける外資規制の最新状況」』 

開催日時  2014 年 8 月 26 日(火) 14:20-15:05（大阪会場）    

    2014 年 8 月 27 日(水) 14:20-15:05（名古屋会場） 

    2014 年 8 月 28 日(木) 15:00-15:45（東京会場） 

    ※いずれも武川弁護士の登壇予定時間です。 

講師    武川 丈士 

主催    三菱東京 UFJ 銀行、東洋経済新聞社 共催 
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 セミナー  『改正会社法における実務対応上の課題』 

開催日時  2014 年 9 月 4 日(木) 13:30～17:00 

講師    野村 修也 

主催    株式会社商事法務 

 
文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本   『論点体系 独占禁止法』 

出版社   第一法規株式会社 

著者   伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、池田 毅 

 

 本   『実務に効く 公正取引審決判例精選』 

出版社   ジュリスト増刊 

著者   伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、池田 毅 

 

 本   『一問一答 消費者裁判手続特例法〔初版〕』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   松田 知丈(共著) 

 

 座談会   「標準必須特許の戦略と展望≪第 2 部≫産業の発展のための標準化を 

    目指して－知財法・独禁法の交錯」 

掲載誌   NBL 1029 号 

著者   池田 毅 

 

 論文   「議決権種類株式の上場」 

掲載誌   ジュリスト 1470 号 

著者   澤口 実、戸嶋 浩二 

 

 論文   「企業法務 独禁法事例コレクション第 8 回 取引拒絶・取引拒絶型 

    差別的取扱い」 

掲載誌   ジュリスト 1470 号 

著者   池田 毅 

 

 論文   「社外役員のバランスを見直すにあたっての検討ポイント」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2014 年 9 月号 

著者   石井 裕介 
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 論文   「図解で伝える役員向け研修 インサイダー取引」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.9 

著者   根本 敏光、石橋 誠之 

 

 論文   「労働者派遣法改正の概要その他労働関連法の改正動向」 

掲載誌   月刊監査役 No. 629 

著者   荒井 太一 

 

 論文   「改正され続ける監査役制度」 

掲載誌   月刊監査役 No. 630 

著者   松井 秀樹 

 

 論文   「<企業法務>投資型クラウドファンディングに関する規制緩和」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol. 26 No. 8 

著者   増島 雅和 

 

 対談   「会社法改正で問われる企業統治の未来」 

掲載誌   会社法務 A2Z  Vol. 2014-8 

著者   野村 修也 

 

 論文   「<相談室>〔会社法務〕改正労働契約法の概要と不更新条項の効力」 

掲載誌   企業会計 Vol.66 No.8 

著者   田口 靖晃 

 

 論文   「インドの労働法制を学んで実務に活かす！～運用方法とトラブル回 

    避策～」 

掲載誌   経営法友会レポート No.485 

著者   小山 洋平 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 Who's Who Legal: Corporate Governance 2014 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Corporate Governance 2014 において、日本を代表する弁護士

として、当事務所の 石綿 学 弁護士が選ばれました。 

 

 トムソン・ロイターの 2014 年上半期の資本市場リーガルアドバイザリー・レビュ

ーにて 1 位を獲得しました 

トムソン・ロイターによる 2014 年上半期の資本市場リーガルアドバイザリーレビ

ューが発表になり、当事務所は、日本における普通株式の発行体側のリーガルアド
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バイザーのランキングにおいて、1 位を獲得いたしました。 

 

 2014 年上半期、各種 M&A リーグテーブルにおいて当事務所は 1 位を獲得しました 

詳細は以下の通りです。 

・マージャーマーケット：日本の件数順のランキングにおいて 1 位を獲得 

・トムソン・ロイター：日本企業関連の公表案件及び完了案件の件数順のランキン

  グにおいて、それぞれ 1 位を獲得 

・ブルームバーグ：件数順のランキングにおいて 1 位を獲得 

 

 ALB Employer of Choice 2014 にて選ばれました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB (Asian Legal Business)

による 2014 年 6 月号の特集「ALB Employer of Choice 2014」において、当事務所

が Japan カテゴリで選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


