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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 2015 年 1 月号（第 13 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：北京、上海及び広州知的財産権法院の設立 
 

2014 年 11 月 6 日に北京知識産権法院（院長：宿遅、裁判官 22 名）、同年 12 月 16

日に広州知識産権法院（院長：楊宗仁、裁判官 30 名）、同年 12 月 28 日に上海知識産

権法院（院長：呉偕林、裁判官 14 名）が相次いで設立されました。これは、同年 8 月

31 日に公布された「北京、上海、広州に知識産権法院の設立に関する決定」を受けた

ものであり、中国で初めて知的財産権に関連する訴訟を専門的に扱う裁判所が設立され

たことになります。 

中国における従来の制度では、知的財産権関連訴訟の民事及び行政事件の管轄が全国

各地の人民法院に割り当てられていましたが、専門裁判官による審理が行えない、判断
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の妥当性に問題がある、また地域保護主義に基づき地元企業に有利な偏った判断がなさ

れる等の問題が指摘されてきました。 

そこで、全国主要都市に専門裁判官を配置した知識産権人民法院を設置し、知財事件

を専門裁判官に担当させる改革が実行されることとなり、まず 初に上記 3 カ所に知識

産権法院を設立し、それぞれの管轄地域における特許事件等技術的専門性が比較的高い

民事行政事件の第一審、及び当該地域における基層人民法院が第一審を担当した事件の

第二審等を管轄させることになりました。これら 3 カ所での成果を踏まえ、今後、その

他の全国主要都市（省都+主要都市）でも、知識産権法院の設立が検討されることにな

ります。 

近時、中国において日本企業が知的財産権訴訟に巻き込まれる例が増加しており、今

後これらの裁判所の審理及び判断の状況や他の都市での設立動向に注意が必要といえ

ます。 

 

 
 
 

 
 

3. 競争法／独禁法：独占禁止法審査手続についての懇談会報告書の公表 
 

2014 年 12 月 24 日、政府の有識者会議である「独占禁止法審査手続についての懇談

会」が、報告書（「本報告書」）を公表しました。これは、2013 年 12 月に成立した独占

禁止法の改正法（未施行）の附則において、公取委が行う行政調査手続のあり方につい

て検討し、改正法の公布後 1 年を目途に結論を出すものと定めていたことを受けてのも

のであり、政府は意見募集を行い、有識者会議が各種論点について検討した結果をまと

めたものです。 

本報告書は、公取委が、主に以下の点を定めた審査手続に係る指針等を作成・公表す

ることが適当であると述べています。 

公取委が行う立入検査に関し、①法的根拠及び性質を明示すること、②弁護士の立会

いを認めること、③提出物件について立入当日に一定の条件のもとで、翌日以降は公取

委において、謄写を認めること 

供述聴取に関し、①法的性質を明確にすること、②聴取時間の目安を示すこと、③休

憩時間に弁護士等の外部の者と連絡をとったり、メモをとったりすることができるよう

配慮すること、④調書作成時に内容に誤りがないかを問い、供述人による増減変更の申

立て内容が調書に記載されることを明確にすること、⑤担当官の対応に不満がある場合

に苦情を受け付ける仕組みを公取委内部に整備すること 

一方で、本報告書は、以下の事項については、現段階では認めるべきとの結論には至

らなかったと述べています。 
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- 立入検査への弁護士の立会い及び立入当日における提出物件の謄写を事業者の

権利とすること 

- 弁護士・依頼者間秘匿特権 

- 供述聴取時における弁護士の立会い及び供述聴取過程の録音・録画 

- 調書作成時における供述人への調書の写しの交付及び供述人によるメモの録取 

- 自己負罪拒否特権 

なお、以上のほか、本報告書においては、公取委が、独禁法違反被疑事件について調

査を行う際の標準的な行政調査手続についての指針等を策定・公表するものとされたほ

か、裁量型課徴金制度を含む事業者の調査への協力に係るインセンティブ・ディスイン

センティブを確保する仕組みの導入や、EU の和解手続・確約手続のような仕組みの導

入についても、今後検討を進めることが適当とされました。 

本報告書は、独禁法上の審査手続に関し、これまで公取委の運用や担当官の裁量に依

拠してきた取扱いの一部を明文化する契機になるものですが、一方で、従来認められて

いなかった事項、特に供述録取時の弁護士の立会いや弁護士・依頼者間秘匿特権につい

ては実質的な進展が見られない内容となっており、経済界等からは遺憾とするコメント

も出されています。本報告書を受け、公取委は今後、審査手続について指針等を策定す

ることが想定されますが、当該指針等によりカバーされない事項（例えば国際事件にお

ける海外での秘匿特権の保護に必要な対応）はもちろん、指針等がカバーすると思われ

る事項についても、個別の場面では弁護士に相談し、公取委担当官と交渉する等の臨機

応変な対応は引き続き必要となると考えられます。近時は、万一の立入検査に備えた社

内対応をマニュアルとして定める企業も増えているところ、万一の場合への備えについ

ても引き続き重要であるといえます。 
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4. エネルギー・インフラ：資源エネルギー庁、再生可能エネルギーの

固定価格買取制度の運用見直しについてのとりまとめを公表 
 

2014 年 12 月 18 日、資源エネルギー庁は、再エネ特措法に基づく再エネ発電設備の

接続申込に対して複数の電力会社で回答保留が生じている状況を踏まえて、「再生可能

エネルギー（「再エネ」）の 大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等につい

て」を公表しました。 

主な内容は、以下の通りです。 

 

再エネの 大限の導入を

実現するための新たな出

力制御ルール 

• 出力制御の対象の見直し 
• 「30 日ルール」の時間制への移行 
• 遠隔出力制御システムの導入義務付け 
• 指定電気事業者制度（接続申込量が接続可能量を上回った

場合には 30 日を超えて無補償の出力制御の可能性がある

ことを前提に接続を可能とする。）の活用 
バランスのとれた再エネ

導入に向けた対応 

• 地熱発電・水力発電については出力制御の対象外とする 

接続保留問題を受けた電

力会社ごとの対応 

• 電力会社・発電方法ごとに「指定電気事業者制度」の適用

の有無やその条件を定める 

今後の導入拡大策の検討 • 蓄電池の活用 
• 系統の活用・増強 
• 系統増強時の費用負担の入札募集方式の導入 

固定価格買取制度の運用

見直し 

• 太陽光発電に関する調達価格の決定時期を「接続申込時」

から「接続契約時」に変更 
• 調達価格が変更される場面の拡大（太陽光パネルの変更等

により調達価格が変更） 
• 接続枠の「空押さえ」の防止 
• 地域トラブルを防止して立地を円滑化 

翌 19 日には関連する再エネ特措法施行規則等の改正案についてのパブリックコメン

トが開始されており（調達価格の決定時期の変更に関しては 2015 年 3 月に行われるパ

ブリックコメントの対象とされる予定）、2015 年 1 月中旬にはこれを踏まえて施行規則

等の改正が公布され、新たな出力制御ルールについては即日施行され、パネル変更等に

伴う調達価格の変更場面の拡大については2015年2月1日から施行される見込みです。

再エネ発電事業に対して大きな影響を与える可能性があり、留意が必要です。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
  0033--55222233--77776688  
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弁弁護護士士  岡岡谷谷  茂茂樹樹  
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5. 労働法：改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関す

る検討会報告書 
 

2014 年 6 月 25 日に公布された改正労働安全衛生法により、使用者に対し、労働者に

対するストレスチェックの実施、及びストレスチェックの結果を踏まえ、労働者からの

申し出があった場合の医師との面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。 

これを受けて、具体的な運用について検討がされていたところ、2014 年 12 月 17 日、

厚生労働省は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「スト

レスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の報告書を公

表しました。 

以下がその概要となります。 

 

1 ストレスチェックの実施について 

・ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた

看護師、精神保健福祉士とする。 

・ ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周

囲のサポート」の 3 領域をすべて含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者

自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票（57 項目）」

とする。  

2 集団分析の努力義務化 

・ 職場の一定規模の集団（部、課等）ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえ

て職場環境を改善することを努力義務とする。  

3 労働者に対する不利益取扱いの防止について 

・ ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申

し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退

職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 

 
このストレスチェック制度は 2015 年 12 月 1 日から施行される予定です。 
 

 

 

 
 

 

 

弁弁護護士士  高高谷谷  知知佐佐子子  
  0033--55222233--77771177  
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6. 会社法：コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に関す

るパブコメ募集開始 
 

2014 年 12 月 17 日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」

から「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方（案）＜コーポレートガバナ

ンス・コード原案＞ ～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」

が公表され、パブリックコメント手続が開始されています。パブリックコメント手続き

は 2015 年 1 月 23 日に終了する予定で、東京証券取引所において必要な制度整備が行

われた上で、2015 年 6 月 1 日からの適用が想定されています。 

同コードは、上場会社における実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主

要な原則を取りまとめたものであり、①「プリンシプルベース・アプローチ」（法令の

ように会社が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」とは

異なり、抽象的で大掴みな原則のみを規定する方法）、及び②「コンプライ・オア・エ

クスプレイン」（法令のように一律に義務を課すのではなく、個別の原則ごとに「原則

を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか」を求める方法）が採用さ

れている点が特徴的です。 

同コードの主な内容は、下記をご参照ください。 
 

基本原則 原則・補充原則 

株主の権利・ 

平等性の確保 

• 招集通知の早期発送や株主総会日程の適切な設定 
• 政策保有株式の保有方針の開示及び議決権行使基準の策定・開示 
• 買収防衛策の導入・運用についての適正手続の確保 
• 役員や主要株主など関連当事者間の取引に関する適切な手続の策

定・開示 
株主以外のステ

ークホルダーと

の適切な協働 

• 中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定 
• 行動準則の策定・実践 
• 女性の活用を含む多様性の確保 
• 経営陣から独立した窓口設置など内部通報に係る適切な体制整備 

適切な情報開示

と透明性の確保 

• 経営戦略、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針、取締役報

酬の決定方針、経営陣幹部の選任方針、取締役・監査役候補の指名

方針、個々の選任・指名の説明等に関する主体的な情報発信 
取締役会等の責

務 

• 経営陣に対する委任範囲の明確化及びその概要の開示 
• 高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）についての監督 
• 独立社外取締役 2 名以上の選任 
• 独立社外取締役の独立性基準の策定・公表 
• 取締役会全体の実効性についての分析・評価及びその結果の概要の

開示 
• 取締役・監査役のトレーニング 

株主との対話 • 株主との建設的な対話を促進するための体制整備等に関する方針の

公表 
• 経営戦略や経営計画における収益力・資本効率等に関する目標の提

示 
 

なお、同コードは、上場会社を適用対象としていますが、本則市場（市場第一部及び

市場第二部）以外の市場に上場する会社への適用の仕方は未定であり、今後、東京証券
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取引所において一定の考慮を行う可能性があるとされています。 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. 一般民事①：薬事法改正法・再生医療新法の施行 
 

2014 年 11 月 25 日、薬事法の改正法が施行され、題名が「医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改められました。同改正法においては、

医薬品等の製造販売業者に対する 新の知見に基づいた添付文書の届出義務等が創設

されたほか、医療機器の製造販売業・製造業については医薬品等とは区分した章が新設

され、医療機器の登録認証機関による認証範囲を拡大し、医療機器の製造業を許可制か

ら登録制に簡素化する等の変更がなされています。 

さらに同改正法においては、iPS 細胞等によって製造される再生医療等製品の迅速か

つ安全な提供等を図るため、医薬品や医療機器とは別に「再生医療等製品」が新たに定

義されて独立した章が設けられ、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度等も創設さ

れました。 

また同日、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行され、医療として提

供される再生医療等の安全性の確保を図るため、再生医療等の提供機関が遵守すべき基

準や、特定細胞加工物の製造許可等の制度等が新たに定められました。 
 
 

 

 

 

 

 

8. 一般民事②：マンション建替法改正法の施行と「耐震性不足のマン

ションに係るマンション敷地売却ガイドライン」の公表 
 

2014 年 12 月 24 日、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正法が施行さ

れ、題名が「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」と改められました。同改正

法は、耐震性不足のマンションの耐震化を促進するためのもので、建替え（現に存する

一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地にマンションを

新たに建築すること）による耐震化を促進するため、耐震性不足と認定されたマンショ

ンの解体と敷地売却に必要な区分所有者の同意に関する要件を緩和するマンション敷
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地売却制度や、新たに建て替えられるマンションについての容積率を緩和する特例が創

設されています。これを受けて、国土交通省は、同日、マンション敷地売却制度の進め

方に関する指針について、「耐震性不足のマンションにかかるマンション敷地売却ガイ

ドライン」をとりまとめ、公表しました。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000124.html 

本ガイドラインは法的な拘束力を持つものではなく、実際のマンション敷地売却の合

意形成の進め方等については様々な手順が許容されますが、実務においては、本ガイド

ラインを参考に手順を進めることが望ましいものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：米国デラウェア州 高裁、レブロン義務に関する新判例 
 

2014 年 12 月 19 日、デラウェア州 高裁は、C&J Energy Service, Inc.（「C&J」）と

Nabors Industries, Inc. （「Nabors」）（いずれも米国上場会社）の間で行われた、Nabors

の一部門と C&J が合併し、Nabors が新会社の支配株主となる取引（「本件取引」）に関

し、いわゆるレブロン義務の一環として、C&J の取締役に代替的な取引の勧誘を義務付

けた衡平法裁判所の判決を破棄する判決を行いました。 

レブロン義務とは、会社が売却に出されていると判断される場面において、取締役が

会社の売却にあたって株主のために 高価格を獲得する義務を負うという義務と解さ

れています。本件取引に関し、衡平法裁判所は、C&J の取締役が C&J の売却や売却の

勧誘を行っておらず、会社の売却価格を高める努力を怠ったとして、本件の合併契約に

おいて当事者が代替的な取引の勧誘を禁止する条項（いわゆる no shop 条項）が含まれ

ていたにもかかわらず、C&J に代替的取引の勧誘を 30 日間行うことを義務付ける判決

を行っていました。 

これに対し、デラウェア州 高裁は、取締役は、「実効的なマーケットチェック」が

行われ、対抗的な買収者に合理的な機会が与えられる限りにおいて、株主にとって も

有利になると考えられる手法を選択することができるのであり、この「実効的なマーケ

ットチェック」としては、契約書締結前の積極的な勧誘行為が不可欠というわけではな

い旨を指摘し、本件では取引保護条項の内容（対抗的な買収の勧誘は禁止するが、より

優れた対抗提案があった場合には買収額の約 2.27%にあたる 65 百万ドルの違約金を支

払って本件取引を終了してよいという fiduciary out 条項）は対抗的な買収者に対する重

大な障害になるわけではないことや、本件取引が公表されてから本件取引の実行までは

約 6 ヶ月の期間があり対抗的な買収を検討する十分な時間があったこと等を指摘して、
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契約締結後の受動的なマーケットチェックによることも認められる旨を判示しました。 

本判例は米国の判例ですが、レブロン義務については、MBO や支配株主による M&A

等との関係で、我が国でも盛んに議論されておりますので、重要度は高いといえます。 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー： 
「コーポレートガバナンス・コード原案」公表 

 

上記 6.のとおり、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」は、

2014 年 12 月 17 日、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方（案）＜コー

ポレートガバナンス・コード原案＞ ～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上のために～」（「本原案」）を取りまとめ、公表しました。 

本原案は、ディスクロージャーに関し、投資者保護や資本市場の信頼性確保の観点か

ら、「適切な情報開示と透明性の確保」について定めています。 

具体的には、①上場会社は、法令に基づく開示以外の情報（会社の経営理念や経営戦

略、経営計画等）の提供にも主体的に取り組むべきであり、また、②日本の上場会社に

よる情報開示は、計表等については様式・作成要領等が詳細に定められており比較可能

性に優れている一方で、定性的な説明等については、ひな型的な記述や具体性を欠く記

述となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、との指摘があることから、「上場

会社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべき」であり、「取締

役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となるこ

とも踏まえ、情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやすく、情

報として有用性の高いものとなるようにすべきである」との原則が示されています。 

米国では、資本市場に対して事業内容、市場環境、経営戦略等についても相当充実し

た開示が行わる一方で、将来財務情報の開示等については厳格な対応も見られるところ

です。日本では、資本市場における開示に係る判例や実務が十分に蓄積していない中で、

本原案の策定を契機として、国内外の投資者に理解されるディスクロージャーが整備さ

れるか、今後の動向が注目されます。 
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11. 税務：平成 27 年税制改正大綱案 
 

2014 年 12 月 30 日、与党が作成した平成 27 年税制改正大綱案が発表されました。

同大綱案には、重要な事項として、例えば以下のような内容が含まれています。 

（a）法人税率等の引き下げ 

2015年度以後数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目標に、2015

年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について、①法人税の税率を現行の 25.5%か

ら 23.9%に引き下げるとともに（大綱案 60 頁）、②資本金 1 億円超かつ 800 万円

超の所得を得ている大法人向けの法人事業税の所得割に係る標準税率（地方法人

特別税を含みます。）が、現行 7.2%から 6.0%に引き下げられます（大綱案 65 頁）。 

（b）受取配当等の益金不算入制度 

受取配当等の益金不算入制度を見直し、①不算入割合が 100%となるための株

式等保有割合を現行の 25%以上から 3 分の 1 超に引き上げ、②不算入割合が 50%

となるための要件として新たに株式等保有割合 5%超であることを定め、③これら

以外の法人から受け取る配当については不算入割合が 20%に引き下げられます

（大綱案 63 頁）。 

（c）事業者向け電気通信役務の提供に係る消費税についてリバースチャージ方式の

導入 

国外事業者が行う事業者向け電気通信役務の提供（役務の性質又は契約条件等

から役務の提供を受ける者が事業者であることがあきらかなもの）について、消

費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換するリバースチャージ方式が

導入されます（大綱案 85 頁）。 

・税制改正大綱案：http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 中国・アジア：ミャンマー会社法改正案の公表 
 

ミャンマーの投資企業管理局（DICA）は、アジア開発銀行（Asian Development Bank）

の協力の下、1914 年に施行されたミャンマー会社法の改正を進めています。改正作業

にあたっては国際協力機構（JICA）も支援活動を行っており、当事務所も当該支援を行

う委員会のメンバーとして関与しています。2014 年 12 月に DICA はミャンマー会社法

の改正案の一部についてドラフトを公表し、パブリックコメントを募集しました。当該
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公表においては、新会社法の第 2 章（会社の組織、設立、権限）及び第 8 章（本法上登

録が可能又は登録が必要なその他の会社）の改正案のドラフトが公表されています。本

稿においては公表された改正案ドラフトの内容の一部を簡単に紹介します。 

 

a. 一人会社 

改正案においては、株主が 1 名のいわゆる一人会社の設立が可能となります。現

行会社法は、 低 2 名の株主を要求しておりましたが、改正案においては当該制限

は撤廃される予定です。 

 

b. 取締役の要件 

改正案においては、取締役の人数は 1 名以上とされています（現行会社法におい

ては、取締役の人数について明文の定めはありませんでしたが、株主が 2 名以上と

されていることとの平仄から取締役についても 2 名以上の選任が必要であると解さ

れていました。）。また、 低 1 名の取締役はミャンマー国籍保有者である必要があ

ります。 

取締役に居住者要件はありませんが、改正案においては「authorized officer」とい

う概念が新設され、すべての会社において「authorized officer」を選任する必要があ

ります（取締役が兼任することが可能です。）。この「authorized officer」にはミャン

マー居住者要件が課されています。そのため、この改正案によれば、今後はミャン

マー居住者を取締役又は「authorized officer」として選任する必要が生じます。現状

ではミャンマー居住者が取締役に選任されていないケースも多いことから、実務上

大きな影響が生じることが予想されます。 

 

c. 外国会社（Foreign Company） 

現行法上は、必ずしも明示的な定めはないものの、ミャンマーの会社の一株でも外

国人が保有していれば当該株主は外国会社（Foreign Company）に分類され、様々

な規制に服することになります。改正案においては、外国会社については別途

「Ministry」が指定する外国人の保有比率により該当性を判断することになりますが、

外国会社に該当したことに伴いどのような規制が適用されるかは必ずしも明らかに

なっていません。 

 

d. 国外会社（Overseas Corporation） 

改正案においては、ミャンマー国外において設立された国外会社（overseas 

corporation）が、ミャンマー国内で事業を行う場合には、DICA への登録が必要とさ

れています。国外会社によるどのような活動が、DICA への登録が必要な「事業」に

該当するかが問題となりますが、現時点の改正案ドラフトにおいては登録が必要と

されない活動例が列挙されているのみです。登録が必要とされない国外会社による

活動の例には、30 日以内に完了する独立した取引を行う場合（isolated transaction 
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that is completed within a period of 30 days）が列挙されています。これを反対解釈

した場合には 30 日間を超える独立取引をミャンマー国内において行う場合には、国

外会社による DICA への登録（会社の設立又は支店等の設置）が必要とされること

となります。仮にのような反対解釈が採用される場合、例えば建設会社やサービス

会社が単発の工事や業務を請け負った場合に、ミャンマーでの会社・支店設立が要

求される恐れがあり、実務に大きな影響を与える可能性があります。 

 

以上はあくまで現時点の改正案のドラフトの内容を紹介したものとであり今後の作

業の過程で改訂される可能性があります。ミャンマー会社法の改正は、外資による投資

が著しく増加しているミャンマーにおいて喫緊の課題の一つであり、今後の動向に注視

する必要があります。 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

13. 新興国（ロシア）： “脱オフショア”税制の施行 
 

従来外国企業によるロシアへの投資にあたっては、ロシアの税制度や司法制度に対す

る懸念から、対象たるロシア企業への直接の投資ではなく、第三国（キプロス等のタッ

クスヘイブン）のヴィークルを通じた間接投資とすることが実務上広く行われておりま

した。ロシア政府はこれに対し、ロシアへの直接投資を促すいわゆる「脱オフショア」

（Deoffshorization）政策を推進してきましたが、その一環として、2015 年 1 月 1 日付

で、外国の会社を用いた租税回避の防止等を目的とする一連の税制改正が施行されまし

た。本税制改正には以下のような内容が含まれています。 

（1） ロシア居住者が、外国の会社又はこれに類する外国の信託、組合等（Controlled 

Foreign Companies = CFC）の一定以上の株式等を保有する場合、又はロシア

居住者がCFCの利益の分配等について支配権を有する場合には、当該CFCの収

益のうち配当されていない部分につき課税されうることとなりました。 

（2） 外国法人であっても、取締役会の過半数がロシアで開催されている場合、業

務執行機関の活動が通常ロシアで行われている場合、主要な役員の意思決定等

の活動がロシアで行われている場合等には、課税上ロシア居住者とみなされう

ることとなりました。 

（3） ロシアとの租税条約の当事国に所在する法人がロシア法人から所得を受け取

る場合であっても、かかる外国法人による当該所得の処分権限が制限されてい
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  0033--66226666--88779911（（日日本本））  
  ＋＋9955--11--225555113366（（ヤヤンンゴゴンン））  

  ttoommoohhiirroo..bbuunnddoo@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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る場合や、かかる外国法人が所得の中継地点としての機能しか有さないような

場合には、租税条約の恩恵を享受できないことが明らかにされました。 

（4） 不動産を保有するロシア法人の株式等の譲渡について、従来、直接保有する

資産の50%超がロシア所在の不動産であるロシア法人の株式等の譲渡について

のみキャピタルゲイン課税が行われていましたが、今回の改正によって直接保

有要件及び国籍要件が撤廃され、直接又は間接に保有する資産の50%超がロシ

ア所在の不動産に由来する外国法人の株式等を譲渡した場合にも、課税がなさ

れうることとなりました。 

 

上記のうち、特に（2）ないし（4）の改正によって、外国企業がロシアへの間接投資

によって節税を図る機会が従来より制限されることになります。 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『契約条項の基本と実務』 

開催日時  2015 年 1 月 14 日（水） 13:30～16:30 

講師    井上 愛朗 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『海外プロジェクトファイナンスの 新契約実務～海外発電案件、 

   鉱物資源案件を中心に～』 

開催日時  2015 年 1 月 15 日（木） 13:30～16:30 

講師    齊藤 憲司 

主催    FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『実例で考える従業員の不祥事・問題行為対応～ 近の傾向からみる 

   早期解決のためのポイント～』 

開催日時  2015 年 1 月 16 日（金） 13:30～16:30（東京） 

   2015 年 1 月 23 日（金） 13:30～16:30（大阪） 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社商事法務 

 

弁弁護護士士  土土屋屋  智智弘弘  
  0033--55222233--77774400  

 ttoommoohhiirroo..ttssuucchhiiyyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  羽羽深深  宏宏樹樹  
  0033--66226666--88996644    

 hhiirrookkii..hhaabbuukkaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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 セミナー  『監査等委員会設置会社に移行するメリットデメリット』 

開催日時  2015 年 1 月 16 日（金） 9:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『知的財産権をめぐる契約条項の基本と実務』 

開催日時  2015 年 1 月 21 日（水） 13:30～16:30 

講師    三好 豊 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『知財実務のために知っておくべき独禁法の知識と 新動向』 

開催日時  2015 年 1 月 22 日（木）14:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『アーカイブサミット 2015』 

開催日時  2015 年 1 月 26 日（月） 10:30～12:00 ※池村の登壇予定時間です 

講師    池村 聡 

主催    アーカイブサミット組織委員会 

 

 セミナー  『M&A における契約条項の基本と実務』 

開催日時  2015 年 1 月 27 日（火） 13:30～16:30 

講師    森田 恒平 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『アジア新興国の不動産取得と資金調達の 新動向』 

開催日時  2015 年 1 月 30 日（金） 13:30～16:30 

講師    塙 晋 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『社外取締役を活用するための体制作り』 

開催日時  2015 年 2 月 3 日（火） 14:00～17:00 

講師    石井 裕介 

主催    経営調査研究会 
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文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本   『条解 独占禁止法』2014 年 12 月刊 

出版社   弘文堂 

著者 村上 政博、内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、眞鍋 佳奈、池田 毅、

大野 志保、小林 裕敬、市川 雅士、高宮 雄介、渥美 雅之、亀田 康

次、小川 正太、竹腰 沙織、中野 玲也、張 文涵 

 

 論文   「税務に関する取締役の会社法上の責任の検討」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2054 

著者 小山 浩 

 

 論文   「中国 新法律事情（202）事業者集中申告に関する指導意見について」 

掲載誌   Vol.42 No.12 

著者 本間 隆浩 

 

 論文   「直接の連絡によらない「非典型カルテル」の近時の発展と求められ

   る競争法コンプライアンス -ハブ・アンド・スポーク（hub-and-spoke）

   とシグナリング（signaling）を中心に」 

掲載誌   NBL 1039 号 

著者 池田 毅 

 

 論文   「いま必要とされる景表法コンプライアンス実現のカギ｣ 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2015 年 2 月号 

著者   池田 毅、松田 知丈 （共著） 

 

 論文   「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案について」 

掲載誌   月刊監査役 No. 634 

著者   青山 大樹 

 

 論文   「<新春企画 テーマ別 企業法務 2015 年の展望>コーポレートガバナ

   ンス」 

掲載誌   会社法務 A2Z Vol. 2015-1 

著者   石井 裕介 

 

 論文   「環境・エネルギー分野における 2015 年の展望」 

掲載誌   会社法務 A2Z Vol. 2015-1 

著者   小林 卓泰、高宮 雄介 
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 論文   「『民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案』について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol. 27 No. 1 

著者   末廣 裕亮 

 

 論文   「相談室〔会社法務〕情報セキュリティに関する法律」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.1 

著者   早川 学 

 

 論文    ｢コーポレート・インバージョンをめぐる米国の状況とわが国税制の

   あり方｣ 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.1 

著者   大石 篤史 

 

 論文    ｢日本の事業に投資する上場ファンド・ビークルとしてのシンガポー

   ル・ビジネス・トラストの考察｣ 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.22 

著者   佐藤 正謙、藤津 康彦、佐伯 優仁 （共著） 

 

 論文    ｢Cyberdyne's dual-class IPO｣ 

掲載誌   IFLR December/January 2015 

著者   戸嶋 浩二 

※ http://www.mhmjapan.com/ja/publications/16827/detail.html に当該論文を掲載

    しております。 

 

 論文    ｢Chambers Legal Practice Guide Corporate M&A Japan｣ 

掲載誌   Chambers & Partners 2014 年 12 月 

著者   棚橋 元、紀平 貴之、関口 健一、松下 憲 

※ http://www.mhmjapan.com/ja/publications/16761/detail.html に当該論文を掲載

    しております。 

 

 論文    ｢DIPS（旧アクティリンク）（未払賃金請求）事件（東京地裁 平 26.4.4

   判決）｣ 

掲載誌   WEB 労政時報 2014 年 12 月 

著者   早川 翔 

※ http://www.mhmjapan.com/ja/publications/16794/detail.html に当該論文を掲載

    しております。 
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NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 日本経済新聞の「2014 年企業法務・弁護士調査」にて高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 10 回「企業法務・弁護士調査」の 2014 年に活躍した弁護

士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋弁護士

票））において、当事務所の弁護士が以下の通り選ばれました。 

 

＜企業法務部門＞ 

菊地 伸（企業 10 位） 

松井 秀樹（企業 10 位） 

澤口 実（企業 5 位、総合 4 位） 

石綿 学（総合 7 位） 

三浦 亮太（総合 8 位） 

 

＜外国法部門＞ 

射手矢 好雄（企業 1 位、総合 1 位） 

江口 拓哉（企業 5 位、総合 5 位） 

 

＜危機管理部門＞ 

松井 秀樹（総合 8 位） 

野村 修也（企業 8 位、総合 10 位） 

 

 松澤 香 弁護士が厚生労働省 年金局 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）ガバ

ナンス強化担当参与に就任しました 

 

 

 

 

（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 


