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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 5 月号（第 17 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：特許庁が新しいタイプの商標に関する公開商標公報を

発行 
 

色彩や音等の新しいタイプの商標を保護対象に追加する改正商標法が 2014 年 4 月 1

日に施行され、同日より新しいタイプの商標の出願受付が開始されました。これを受け、

特許庁は、同月 14 日に色彩のみからなる商標 151 件、位置商標 76 件、動き商標 27 件、

ホログラム商標 3 件の公開商標公報を発行しました。また、同月 28 日には、音商標 21

件の公開商標公報を発行しています。今回発行された公開商標公報に掲載されている新

しいタイプの商標の全出願番号及び出願商標の一例については、下記経済産業省のサイ

トで見ることができます。 

特許庁の発表によると、2014 年 4 月 1 日から 4 月 24 日までに行われた新しいタイプ

の商標の出願件数は合計 607 件となっており、内訳は、音商標が 194 件、色彩のみか

らなる商標が 248 件、位置商標が 117 件、動き商標が 45 件、ホログラム商標が 3 件と
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なっています。同庁は、海外における出願件数と比べると、我が国における新しいタイ

プの商標に対する関心の高さ、ブランド戦略の活発さを伺うことができるとしています。 

今回発行された新しいタイプの商標出願については、今後特許庁の審査が行われ、登

録の可否が判断されることになりますが、スタート間もない制度であり、引き続きその

動向を注視することが重要です。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省（特許庁）による発表 

http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414001/20150414001.html 

http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150428003/20150428003.html 

 

 

 
 
 

 

 

3. 競争法／独禁法：「COMESA」における企業結合規制の改正 
 

東南部アフリカ市場共同体（以下「COMESA」といいます。）の企業結合規制が 2015

年 3 月 26 日に改正され、同日施行されました。主な改正点は、届出基準について従前

ゼロとされていた基準売上高を具体的な金額に改めたことと、届出手数料の減額です。 

改正後の届出基準は、以下のとおりです。①当事者の COMESA 地域における売上高

又は資産の合計額が 5,000 万米ドル以上、②当事者の 2 以上の COMESA 地域における

売上高又は資産がそれぞれ 1,000万米ドル以上、かつ③当事者のうち 1以上がCOMESA

加盟国のうち 2 国以上で事業を営んでいる場合（但し、各当事者の COMESA 地域にお

ける売上高又は資産の 3 分の 2 以上が同一の加盟国内のものである場合は届出不要）。 

また、届出手数料は、COMESA 地域における事業者の売上高又は資産の合計額の

0.5%とされていましたが、これが 0.1%に減額されたほか、上限も、50 万米ドルとされ

ていたものが、20 万米ドルに引き下げられました。 

本改正により、COMESA への届出が必要となった場合が明確になったといえますが、

その一方で、届出懈怠に対して制裁が科されるリスクが高まったともいえます。M&A

を行う際には COMESA における届出の要否についても十分な検討が必要です。 
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4. エネルギー・インフラ：東京証券取引所が「インフラファンド市場」

を開設 
 
2015年 4月 30日、東京証券取引所は、新たにインフラファンド市場を開設しました。

また、同年 4 月 28 日、これに合わせて改正された有価証券上場規程（「規程」）等が公

表されています。 

インフラファンド市場に上場することのできる商品は、①内国インフラファンド、②

外国インフラファンド及び③外国インフラファンド信託受益証券の 3 種類です。 

内国インフラファンドとして上場することができるのは、投資信託の受益証券又は投

資法人の投資証券で、運用資産等の総額に対するインフラ資産等の比率が 70%以上等の

要件を満たすものです（規程第 1201 条第 9 号の 5、1505 条等）。 

なお、上記要件において、「インフラ資産等」とは、インフラ資産及びインフラ有価

証券をいい、「インフラ資産」とは、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、

その他施行規則で定める資産（空港、水道、下水道、道路等）及びこれらを運営するた

めに必要な土地、賃借権等をいい、「インフラ有価証券」とは、インフラ資産その他取

引所が指定する資産のみを保有する企業の株券等をいいます（規程 1201 条）。 

上場申請にあたって、再生可能エネルギー発電設備については、1 年以上のトラック

レコードがない場合、その収益性及び収益継続性に係る意見書を専門知識を有する第三

者から取得する必要があります（内国インフラファンド（投資証券）上場の手引き 14

頁、15 頁）。また、一般にインフラ資産はその実質的な運営者（「オペレーター」）によ

る運営の質が収益を左右するため、上場審査においては、オペレーターの選定基本方針

及び選定基準が適切に策定されているか否かの確認が行われます（同 25 頁）。 

なお、主として再生可能エネルギー発電設備に投資する投資法人の税務上の導管性が

最長約 10 年間しか認められないこととの関係で積極的に追加資産取得を行わない場合、

減価償却によりインフラ資産等の資産総額に占める比率が低下すること等に対応し、一

定の要件を満たす投資法人（特例インフラファンド）についての上場廃止基準の特例が

定められています（規定第 1521 条）。 

上場インフラファンドについては、税務上の導管性要件との関係等の検討課題もある

ものの、市場が開設されたことにより、その組成に関する具体的な検討が活発化するも

のと期待されます。 
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5. 労働法：ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定める省令、

指針等が公表される 
 

厚生労働省は、4 月 15 日、2014 年 6 月 25 日に公布された労働安全衛生法の一部を

改正する法律により新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用

方法を定めた省令、指針等を定め、公表しました。 

公表された省令においては、ストレスチェックを毎年 1 回実施すること、検査すべき

領域は 3 つあること（①職場におけるストレスの原因に関する項目、②ストレスによる

心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による支援に関する項目）、

結果の記録は 5 年間保存しなければならないこと、常時 50 人以上の労働者を使用する

事業者は、労働基準監督署への実施状況に関し定期報告する義務等が定められました。  

また、指針においては、衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ス

トレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の

措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益

取扱いの防止、労働者の健康情報の保護等について定めています。  

2015年 12月 1日の「ストレスチェック制度」の施行に向けて準備が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法： 6 月総会に向けた想定問答作成のポイント 
 

3 月末を決算期とする会社においては、現在、6 月総会に向けた準備が進んでいるこ

とかと思います。 

この点、2015 年 6 月 1 日に適用が開始されるコーポレートガバナンス・コードにつ

いては、ガバナンス報告書による開示の時期こそ、同日以後最初に開催される定時株主

総会の日以後、準備ができ次第速やかに（遅くともその 6 ヶ月後までに）開示すれば足

りるとされているものの、6 月総会の時点では既にコード自体は適用され、コードの趣

旨・精神を尊重する義務が生じていることから、議場で関連する質問が出た場合には、

対応方針について説明をせざるを得ない場面が多いと考えられます。 

したがって、特に、資本政策の基本的方針、政策保有株式の保有方針、女性の活躍促

進を含む社内の多様性の確保、経営陣幹部等の報酬決定や選任に関する方針・手続、独

立社外取締役の確保、株主との建設的な対話に関する方針、経営戦略や経営計画の策

定・公表等、株主が関心を持つ可能性の高い原則については、事前に検討の上、一定の

回答ができるよう準備を行う必要があるものと考えられますので、ご注意ください。 
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7. 一般民事：機能性表示食品制度がスタート 
 

2015 年 4 月 1 日、食品表示法（2013 年 6 月 28 日法律第 70 号）が施行され、これ

に伴い、これまでの「特定保健用食品」（トクホ）や「栄養機能食品」とは異なる、「機

能性表示食品」という新しい食品表示制度が始まりました。同制度は、消費者の自主的

かつ合理的な商品選択の機会の確保を促すことを目的として創設されました。 

「機能性表示食品」とは、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食

品関連事業者（食品表示法第 2 条第 3 項第 1 号）の責任において、特定の保健の目的が

期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届け出られた食品です。従前は、

機能性を表示することができる食品は、消費者庁長官が個別に許可した特定保健用食品

（トクホ）と、国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。これらに対

し、機能性表示食品は、消費者庁の実質的な審査を受ける必要がなく、消費者庁が公表

したガイドラインに基づいて必要な事項を販売日の 60 日前までに届け出さえすれば、

機能性を表示した商品を販売することができます。 

機能性表示食品の制度は、開始直後から活発に利用されており、本年 4 月 1 日から 5

月 8 日までの間に、届出の要件がそろっているとして消費者庁に受理された件数だけで

も 21 件に達しています。早ければ 6 月から機能性表示食品の販売が実際に開始される

見込みです。 

消費者庁による事前の実質的審査がないとはいえ、届け出に際して安全性や機能性の

科学的根拠に関する情報を公表することで、事後的なチェックが働くことが期待されて

います。また、不適切な表示については、食品表示法上の指示・命令や罰則等の対象と

なることはもちろん、景品表示法や健康増進法上の表示規制の対象にもなります。食品

関連事業者には同制度の正しい活用が求められているといえます。 
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8. M&A：株式買取価格決定に関する最高裁決定（収益還元法を用いる

場合における非流動性ディスカウントの可否） 
 

2015 年 3 月 26 日、最高裁は、非上場会社において会社法 785 条 1 項に基づく株式

買取請求がなされ、裁判所が収益還元法（DCF 法等）を用いて株式の買取価格を決定

する場合に、株式に市場性がないことを理由とした減価（「非流動性ディスカウント」）

を行うことができるかが争われた事案において、以下のとおり、非流動性ディスカウン

トを行うことはできない旨の決定をしました。 

最高裁は、非上場会社の株式の価格の算定について、どのような場合にどの評価手法

を用いるかについては、裁判所の合理的な裁量に委ねられているものの、当該評価手法

の内容、性格等からして、考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格

を決定することは許されないとの判断を示しました。その上で、収益還元法は、将来期

待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定す

るものであって、同評価手法には、類似会社比準法等とは異なり、市場の取引価格との

比較という要素は含まれておらず、本件において、そのような要素によりさらに減価を

行うことは相当ではないと判断しました。 

本決定に対しては、上場会社の株式よりも非上場会社の株式の方が流動性が低く、そ

の分経済的価値が下がることは、いずれの評価手法であっても同じではないかという見

方もないわけではありません。しかし、今後、非上場会社の株式評価の実務において、

DCF 法を含む収益還元法を用いて算定する場合に非流動性ディスカウントを行うこと

は事実上困難になると思われ、本決定が非上場会社の M&A 実務に与える影響は小さく

ないものと考えられます。 

本決定を踏まえると、M&A における株式価値の算定にあたっては、その算定手法が

その後の裁判所の判断に耐えうるものとなっているかという観点からの法的な検討を

行うことがより一層重要となっていくものと思われます。 
 
 

 

 

 
 
 

9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
金融庁が「有価証券報告書の作成・提出に際しての留

意すべき事項について」を公表 
 
金融庁は、2015 年 3 月 31 日、2015 年 3 月期以降の有価証券報告書の作成に当たっ

て留意すべき事項を取りまとめ、公表しました。 

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150331-6.html 
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新たに適用となる開示制度・会計基準に関して、①連結財務諸表規則等の改正に伴い、

退職給付に係る会計処理の方法に係る注記を記載する必要があること、及び、②有価証

券報告書の「役員の状況」において、役員の男女別人数及び役員のうち女性の比率を括

弧内に記載する必要があることが挙げられています。 

また、2014 年度に実施された有価証券報告書レビュー（重点テーマ審査）の結果、

①退職給付制度の概要の記載が実際に採用されている制度の内容と一致していない事

例、②年金資産の主な内訳の内容が読み取れない事例、③退職給付信託として設定した

株式がみなし保有株式に該当するにもかかわらず、みなし保有株式として開示していな

い事例等が報告され、注意喚起がなされています。 

またコーポレートガバナンス・コード等昨今のガバナンスへの議論を受け、【コーポ

レート・ガバナンスの状況】等の内容については、投資者の興味・関心を集めることが

予測されます。 

有価証券報告書に虚偽記載等がある場合、行為者や法人が刑事罰、課徴金、損害賠償

の対象となる可能性がありますので、上記の事項にも留意しつつ、その作成を行う必要

があります。 
 
 

 

 

 

 

 

10. 税務：受取配当益金不算入規定の適用上「短期保有株式」は保有割

合から除外 
 

2015 年度税制改正において、受取配当が益金不算入となる要件が見直されました。

従前、受取配当益金不算入制度に関し、株式等保有割合が 25%以上であれば、受取配当

の 100%が益金不算入とされ、25%未満であれば、受取配当の 50%が益金不算入とされ

る、という 2 つの区分が設けられていました。今回、① 受取配当の益金不算入割合が

100%となるための株式等保有割合の要件が 3 分の 1 超と引き上げられるとともに（関

連法人株式等。法人税法 23 条 6 項）、② 株式等保有割合が 5%以下である「非支配目

的株式等」については益金不算入割合が 20%（法人税法 23 条 1 項、7 項）となり、ま

た、③ ①及び②以外の場合には、益金不算入割合が 50%とされました（法人税法 23

条 1 項）。 

そして、「非支配目的株式等」を判断する際に、短期保有株式等（配当基準日以前 1

ヶ月以内に取得し、かつ当該基準日後 2 ヶ月以内に譲渡された株式等をいいます。）は、

株式等保有割合の計算から除外することとされています（法人税法施行令 22 条の 3 の

2 第 2 項）。 

したがって、上記③の 50%の益金不算入の適用を受けるために株式を買い増した場合、
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配当基準日から 2 ヶ月以内に買い増した株式を売却すると、売却した株式は、「非支配

目的株式等」の判断に際し、株式等保有割合の計算にカウントされないことになり、結

局、上記②の「非支配目的株式等」に該当することとなりますので、売却の時期につい

ては十分な留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ベトナム：新投資法及び新企業法に関する政令（Decree）の草案 
 

ベトナムでは、2015 年 7 月 1 日より新しい投資法及び企業法（「新投資法」及び「新

企業法」）が施行される予定です。現在、それに伴い、新投資法及び新企業法の各政令

の草案（併せて「本草案」）が議論されています。以下では、本草案の重要ポイントを

説明したいと思います。 

 

１ 新投資法に関する政令の草案の重要ポイント 

新投資法の下では、外国投資家は、事前に投資プロジェクトを特定した上で投資登録

証（IRC：Investment Registration Certificate）を取得し、その後、企業法の規定に従っ

て会社の設立手続を行う必要があります。この点、新投資法の下では、設立手続を行う

べき期限やその手続の詳細等については規定されていませんでしたが、本草案では、か

かる設立手続は投資登録証（IRC）の取得後 30 日以内に行わなければならないとされ

る等、より詳細な手続が規定されています。 

また、新投資法の下では、外国投資家によるベトナム企業への出資又は株式取得等を

行う場合において、①条件付投資分野に該当する事業を行っているベトナム企業への出

資若しくは株式取得を行うとき、又は②当該出資により外国投資家がベトナム企業の持

分若しくは株式を 51%以上保有することになるときには、関連当局に対して当該出資又

は株式取得等に係る登録手続を行う必要がある旨規定されています。この点、新投資法

の下では、かかる登録手続とは別個に投資登録証（IRC）を取得する必要があるか否か

について必ずしも明確ではありませんでしたが、本草案では、かかる場合には投資登録

証（IRC）を取得する必要がないことが明確に規定されました。 

 

２ 新企業法に関する政令の草案の重要ポイント 

現行の企業法の下では、会社印は公安が作成し会社に交付する形になっており、その

デザインも公安が決定する仕組みとなっていましたが、新企業法では、会社印はデザイ
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  0033--55222233--77776677  

 aattssuusshhii..ooiisshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  小小山山  浩浩  
  0033--66226666--88558899  

  hhiirroosshhii..ooyyaammaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  坂坂尾尾  陽陽  
  0033--66226666--88995511  

  aakkiirraa..ssaakkaaoo@@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。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

ンや個数等も含め会社自身が決定し作成することができるようになりました。この点、

本草案では、既存の会社印を継続して使用することが可能であることや新しい会社印を

使用する場合における既存の会社印の返還手続等が規定されました。 

また、新企業法の下では、子会社による親会社の持分又は株式の取得（持分・株式相

互保有）が禁止されました。この点、本草案では、持分・株式相互保有を伴う持分又は

株式の取得についての社員又は株主の変更手続を当局が拒絶できることが明記され、ま

た、持分又は株式の取得に賛成した社員総会のメンバー（有限責任会社の場合）又は取

締役会のメンバー（株式会社の場合）は、これによって生じた損害を連帯して賠償する

責任を負うことが明記されました。 

以上のとおり、本草案において新投資法及び新企業法に関するより詳細な内容が議論

されており、今後の動向に注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 新興国：トルコにおける印紙税に関する留意点 
 

トルコでは、日本と同様、一定の契約書に印紙税が課せられますが、以下のとおり日

本と取扱いが異なる点があるため、日本企業がトルコにおいて取引等を行う際には留意

が必要です。 

トルコにおける印紙税の税率は課税文書の種類によって異なるところ、例えば、M&A

に関する契約書については、一般に契約金額の 0.948%の印紙税が課されるため、M&A

の取引金額によっては印紙税が高額になる可能性があります。かかる印紙税額には上限

が設けられており、2015年 1月時点では、契約書 1通につき 1,702,138トルコリラ（2015

年 5 月 11 日時点のレートで約 7,550 万円）とされていますが、この上限額は毎年 1 月

に改定されるため、留意が必要です。 

さらに、印紙税は契約書の原本に対して課されるため、原本を複数作成する場合には、

それぞれの原本に上記税率の印紙税が課せられることになります。日本においては、契

約当事者の数に応じて複数の原本を作成することが一般的ですが、トルコにおいては、

原本を複数作成すると印紙税が非常に高額となることから、原本を 1 部のみ作成するこ

とが一般的に行われています。この場合、契約書を執行する可能性が最も高い当事者（例

えば、株式譲渡契約における買主や株主間契約における少数株主）が原本を保有するこ

とが一般的です。 
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なお、トルコ国外で締結された契約書は、原則として課税対象になりませんが、①当

該契約書をトルコの公的機関に提出する場合、②トルコ所在の第三者に当該契約上の地

位を譲渡等する場合、③トルコにおいて、当該契約書の条項に基づき便益を享受する場

合には印紙税が課されます。特に、③に関しては非常に広く解釈されるため、単に契約

締結地をトルコ国外にすれば印紙税を免れるものではなく、③への該当可能性を慎重に

検討する必要があります。 

以上のとおり、トルコにおける印紙税の取扱いは日本と異なる点があるため、トルコ

において取引等を行う際には、契約書の締結に際して想定外の印紙税が課されることが

ないよう、事前にご確認ください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 セミナー  『平成 27 年度下請法入門講座』 

開催日時  2015 年 5 月 15 日（金）13:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    公益財団法人公正取引協会 

 

 セミナー  『第 133 回著作権判例研究会』 

開催日時  2015 年 5 月 15 日（金）18:30～20:30 

講師    池村 聡 

主催    著作権法学会 

 

 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 5 月 20 日（水）13:30～16:30 

講師    森田 恒平 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『裁判実務から見た紛争解決のアプローチ～裁判官はどのように事件

   を判断しているのか～』 

開催日時  2015 年 5 月 25 日（月）14:00～17:00  

講師    難波 孝一 

主催    株式会社商事法務 
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 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行にあたっての実務ポイント』 

開催日時  2015 年 5 月 26 日（火）13:30～16:30  

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『中央大学学術講演会『GPIF 改革のゆくえ－年金積立金の管理・運

   用の在り方を考える－（東京）』 

開催日時  2015 年 5 月 30 日（土）15:00～16:30  

講師    野村 修也 

主催    学校法人中央大学 

 

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

 本   『ケーススタディ経済法』（2015 年 4 月刊） 

出版社   有斐閣 

著者 池田 毅（共著） 

 

 本   『コンテンツビジネスと著作権法の実務』（2015 年 4 月刊） 

出版社   三協法規出版 

著者 池村 聡 

 

 本   『続 Q&A そこが知りたい これからの金融モニタリング』（2015 年 4

   月刊） 

出版社   きんざい 

著者 江平 享（編著）、石川 貴教、池田 和世（著） 

 

 本   『The Equity Capital Markets Handbook 2015』（2015 年 4 月刊） 

出版社   Capital Markets Intelligence 

著者 中村 聡（担当：Chapter 7）、根本 敏光（担当：Chapter 4） 

 

 論文   「日証協「社債市場の活性化に関する懇談会」の取組みと展望」 

   （2）売買参考統計値制度の見直し 

   （3）社債の取引情報の報告・発表制度 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2065、2066 

著者   野村 修也（共著） 
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 論文   「新・新興国の M&A 法制－第 2 回 ブラジル連邦共和国における M&A

   法制」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.4 

著者 梅津 英明、今仲 翔、立川 聡、御代田 有恒 

 

 論文   「中国最新法律事情（206）中国の民事訴訟法司法解釈の改正」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.4 

著者 金 日華 

 

 論文   「知財判例速報 平成 16 年改正法下での職務発明の相当の対価の算

   定 －東京地判平成 26 年 10 月 30 日」 

掲載誌   ジュリスト 1480 号 

著者 田中 浩之 

 

 論文   「流通・取引慣行ガイドライン～「改正」の意義と実務への影響～｣ 

掲載誌   ビジネス法務 Vol. 15 No. 6  

著者   池田 毅 

 

 論文   「＜企業法務＞消費者取引と取締役の責任～最近の消費者関連法の改

   正を踏まえて～」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.27 No. 5 

著者   松井 秀樹 

 

 論文   「Q&A 相談室〔会社法務〕景表法の改正」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.5 

著者   宇都宮 秀樹 

 

 論文   「株主代表訴訟への対応方針－監査役実務の視点から－」 

掲載誌   月刊監査役 No.639 

著者   松井 秀樹、金村 公樹、草原 敦夫、吉田 瑞穂 

 

 論文   「企業統治（コーポレート・ガバナンス）の強化に関する改正」 

掲載誌   月報司法書士 No.518 

著者   野村 修也 

 

 論文   「リーガルマネジメント「税務コンプライアンスの法的側面」」 

掲載誌   CFO FORUM No. 57 

著者   大石 篤史 
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 座談会   「敵対的企業買収の到達点と今後の課題－企業価値報告書、買収防衛

   策指針から 10 年、日本が進むべき道」 

掲載誌   MARR Online 247 号 

著者   石綿 学 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 名古屋オフィス開設のお知らせ 

当事務所は、この度、東海地区のクライアントの皆様の拠点設置へのご要望にお応

えするため、名古屋オフィスを開設することを決定いたしました。 

 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊富な

経験を有する小島 義博弁護士及びアソシエイト弁護士複数名が所属し、案件に応

じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関連業務、独禁法、危機

対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広い分野のリーガル・ニーズ

にお応えしてまいります。さらに、クロスボーダーの M&A やアジア業務等につき

ましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シンガポール、バンコク、ヤンゴン

を含めた海外の各拠点と連携をとりながら、東海地区のクライアントの皆様に充実

した最先端のリーガル・サービスを提供してまいります。 

 

名古屋オフィスの開設については、2015 年 9 月のスタートを目指しております。

開設日・オフィスの所在地等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 

 

※ 名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として開設

する予定です。 

 

 Financial Times 誌による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Awards において

Shortlisted law firms に選ばれました 

（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 


