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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 11 月号（第 23 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：大筋合意に至った TPP 協定における知的財産分野の 

概要 

 

政府は、本年 10 月 5 日、TPP 協定（環太平洋パートナーシップ協定）に関する閣僚

会合において、交渉が大筋で合意したとの発表を行いました。現時点においては、協定

の最終条文は公表されていませんが、内閣官房 TPP 政府対策本部が同日付で公表した

概要によれば、知的財産分野の合意内容は多岐にわたります。そのうち、法改正が必要

になると思われる主な内容は、下記のとおりです。 

①医薬品の知的財産保護 

販売承認の手続により特許期間が不合理に短縮されることのないよう調整を認め

る制度の導入や新薬のデータ期間に係るルールの構築等 

②商標 

 法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度の導入 

③特許 

特許期間延長制度（権利化までに生じた不合理な遅滞に関して特許期間の延長を認
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める制度）や新規性喪失の例外規定（特許出願前に自ら発明を公表した場合等に、

公表日から 12 ヶ月以内にその者がした特許出願に係る発明は、その公表によって

新規性等が否定されないとする規定）の導入 

④著作権 

・保護期間の延長（50 年から 70 年へ） 

・故意による商業的規模の著作権侵害罪の非親告罪化 

・法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度の導入 

TPP 協定は、今後、最終合意・署名や各国の国内手続を経て発効を目指すことになり

ますが、関係各省庁においては、並行して関係法令に関し、改正の要否や改正内容等に

つき議論が行われることになると思われます。実務上重要な改正になることが予想され

ますので、動向を注視する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

内閣官房 TPP 対策本部「環太平洋パートナーシップ協定（TPP 協定）の概要」 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/10/151005_tpp_gaiyou_koushin.pdf  

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：中国商務部、届出義務違反に対する 4 件の処分を 

公表 

 

2015 年 9 月 29 日、中国商務部（MOFCOM）は、4 件の企業結合（うち 2 件は合弁

会社の設立、2 件は株式取得）について届出義務違反があったとして、処分を公表しま

した。届出義務違反に対する処分の公表は、2014 年 12 月 8 日に続き 2 度目の公表とな

ります。 

処分の対象となった会社には中国企業と外国企業の両方が含まれ、対象となった合弁

会社設立・株式取得はいずれも「事業者集中」に該当し、かつ届出基準を満たしていた

のに届出を行わなかったと認定され、15 万元又は 20 万元の制裁金が賦課されました。 

うち 2 件では、調査の端緒が第三者から MOFCOM への通報であったとされており、

中国での企業結合審査において第三者の反応を軽視できないことを裏付けるものとい

えます。 

うち 1 件は、合弁会社が営業許可証を取得した翌月に、自主的に MOFCOM に対し届

出懈怠の可能性があるため是正したい旨を申し出たものですが、それにもかかわらず制

裁金の対象になっていることが注目されます。 

うち 1 件は、35％という過半数に満たない株式取得について、それがグループ合計で
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65%の株式取得の第一歩であったこともあり、届出が必要な「事業者集中」にあたると

認定された点が注目されます。 

今回公表された 4 件は、調査の結果、いずれも競争上の問題はないと認定されながら

も制裁金を課されており、中国市場において特段競争上の懸念がないような場合であっ

ても届出の要否を慎重に検討する必要があります。また、上記 4 件では、制裁金額（法

定上限額は 50 万元）の決定に当たり、当事会社による MOFCOM への調査協力や自主

申告が考慮されたことが明記されています。過去の届出懈怠が明らかになった場合には、

後日第三者の通報や別件の届出手続等を通じて MOFCOM に発覚する可能性も考慮し、

自主的に申告することも考慮すべきであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：愛知県道路公社、有料道路コンセッション 
の実施方針を公表 

 
2015 年 10 月 13 日、愛知県道路公社（「公社」）は、愛知県有料道路運営等事業（有

料道路コンセッション）（「本事業」）に関し、実施方針（「本実施方針」）を公表しまし

た。 

これは、構造改革特別区域法が改正され（2015 年 7 月 8 日成立、同年 8 月 3 日施行）、

道路整備特別措置法（「特措法」）に基づく公社管理道路について、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（「PFI 法」）に基づく公共施設等運営権の

設定が可能となったことを受けて、愛知県が検討を進めてきた有料道路のコンセッショ

ンの実施に向けて、その主要な条件等を示すものです。 

本実施方針では、運営権者は、公社が管理する 8 路線（「運営権設定路線」）の維持管

理・運営業務を PFI 法に基づく公共施設等運営事業として実施すると共に、公社管理道

路の改築業務をコンストラクション・マネジメント方式にて実施するものとされていま

す。また、応募企業（運営権者ではなくスポンサー）等は、事業区域外において地域活

性化に資する事業等を行うことができるとされています。 

また、本実施方針では、運営権者は、特措法に基づく認可料金の範囲内で料金を設定

し、自らの収入として収受できるとされ、経費節減による収益及び交通量増加による計

画対比 6%以内の増収・減収は運営権者に帰属する一方、これを超える増収・減収は原

則として公社に帰属し、また、競合路線の供用による交通量の減少に伴う減収について

は一定の条件で公社が負担するものとされています。 

なお、運営権の存続期間は、運営権設定路線の特措法上の料金徴収期間の満了までと

され、最長の知多 4 路線で 2046 年 3 月 31 日までとされています。 
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本実施方針は、上記の他、民間事業者の選定方法、官民のリスク分担等についても規

定しています。 

本事業は、我が国初の有料道路コンセッションであり、関心を有する事業者は、本実

施方針その他の開示資料の内容を精査し、今後の動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：女性活躍推進法の省令公布 
 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（「女性活躍推進法」）の規定に基づ

き、一般事業主行動計画を定める際の状況把握項目、女性の活躍状況に関する情報公表

項目、女性の活躍推進に優れた事業主としての認定基準等を定めた省令が、2015 年 10

月 28 日に公布されました。 

まず、一般事業主行動計画の策定又は変更の際の状況把握項目としては、必須項目と

して、①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の勤続勤務年数の差異、③

各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況、④管理職（課長級及びそれよ

り上位の役職にある者）に占める女性労働者の割合が挙げられています。また、任意把

握項目としては、男女別の育休取得率や取得期間、各職階の労働者に占める女性労働者

の割合及び役員に占める女性の割合等、21 項目が挙げられています。 

情報公表の項目としては、①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②採用にお

ける男女別の競争倍率、③労働者に占める女性労働者の割合、④男女の勤続勤務年数の

差異、⑤10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇

用割合（新規学卒者に限る）、⑥男女別の育児休業取得率、⑦一月当たりの労働者の平

均残業時間、⑧雇用管理区分ごとの一月あたりの労働者の平均残業時間、⑨年次有給休

暇の取得率、⑩係長級にある者に占める女性労働者の割合、⑪管理職に占める女性労働

者の割合、⑫役員に占める女性労働者の割合、⑬男女別の職種又は雇用形態の転換実績、

⑭男女別の再雇用又は中途採用の実績が挙げられており、ここから一般事業主が適切と

認めるものを選択して行うこととされています。 

女性活躍推進に優れた事業主としての認定基準については、①女性の職業生活におけ

る活躍の状況に関する実績に係る基準（採用における男女別競争倍率が同程度であるこ

と、女性の継続就業の状況に大きな問題がないこと等）、②その他の基準（適切な一般

事業主行動計画を定めたこと、定めた計画について、適切に公表及び労働者への周知を

したこと、法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと）に

より、さらに実績に係る基準を満たす項目の個数に応じて、認定を 3 段階にするとされ

ています。 
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当該省令については、法の事業計画策定の施行日と同じ 2016 年 4 月 1 日に施行され

ます。また、女性活躍推進法は 10 年間の時限立法であることから、事業計画策定につ

いては、2016 年度から 2025 年度の 10 年間を 2～5 年間で区切り、定期的に行動計画

の進捗を検証しながら、その改定を行っていくことが望ましいとされています（指針案）。

企業においては、行動計画策定の前提となる状況把握や課題分析等を順次進め、法及び

省令の施行日に計画策定が間に合うように準備することが必要となります。 

 

 

 

 

6. 会社法：ISS が議決権行使助言方針（ポリシー）の改定案を公表 
 

2015年 10月 26日、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.

（ISS）が、2016 年 2 月から施行される議決権行使助言方針（ポリシー）の改定案を公

表しました。 

今回の改定内容は 2 点あり、2016 年 2 月開催の株主総会から、①取締役会に複数の

社外取締役がいないすべての企業の経営トップに反対を推奨すること、②買収防衛策に

ついて、取締役会の構成、特別委員会の構成、招集通知の発送時期等の基準を厳格化す

ることが提案されています。なお、①について、当初は、社外取締役のうち最低でも 1

名は独立社外取締役とすることを求めることが検討されていたものの、その場合、企業

が候補者を選ぶに当たり、形式上の独立性にのみ注力し、候補者の資質が軽視されるお

それが懸念されたことから、独立性は求めないこととしたとされています。また、対象

となる企業を大企業に限定することも検討されていましたが、近時、コーポレートガバ

ナンス・コードの導入や投資家の要請等により、社外取締役の導入が大きく進んでいる

ことから、すべての企業を対象とすることとしたとされています。 

当該改定案は、11 月 9 日までオープンコメントを募集した後、正式に決定される予

定であり、各企業の来年の株主総会に影響を与えるため、その動向に注視する必要があ

ります。 
 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：経済産業省がビッグデータの取引契約に関するガイドラ 
インを公表 

 
経済産業省は、2015 年 10 月 6 日、「データに関する取引の推進を目的とした契約ガ

イドライン」（http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004.html）
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を公表しました。 

同ガイドラインは、ビッグデータを利活用することで新規ビジネスの構築を図る事例

が増える中、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的と

して作成されたものです。 

同ガイドラインは、あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引（いわゆる

ビッグデータを利活用した商品開発やサービスの付加価値向上、組織の課題解決等を目

的とした取引。但し、コンテンツビジネスは対象外）を対象とし、データの提供又は受

領を行う当事者が、当該取引に係る契約締結時に留意すべきポイントを、チェックリス

トの形式でまとめたものです。チェックリストは、①データの内容・提供方法・仕様、

②利用範囲・取扱条件等合計 10 のテーマに整理され、テーマごとに留意事項が記載さ

れています。 

同ガイドラインは法的な強制力を有するものではありませんが、データの提供又は受

領を行う事業者の双方が、それぞれの立場で検討すべき項目がわかりやすくまとめられ

ており、データ取引に係る契約を締結するにあたり、実務上参考になります。 

 

 

 

 

 

8. M&A：トップ・アップ・オプションの導入可能性 
 

米国においては、公開買付けと現金対価の合併によるキャッシュ・アウトを組み合わ

せたいわゆる二段階買収の手法により対象会社を買収する際に、対象会社から、買収者

に対し、公開買付け後の買収者の議決権保有割合が（略式合併の要件である）90%に不

足する場合に当該不足分の株式を取得することができるという、トップ・アップ・オプ

ション（top-up option）と呼ばれる権利を事前に付与することが実務的に広く行われて

いました。 

わが国においては、従前、このトップ・アップ・オプションに注目が集まることは多

くありませんでした。しかし、2015 年 5 月から施行された改正会社法において設けら

れた株式等売渡請求の制度では、その利用要件として、買収者に総株主の議決権の 90%

以上という議決権保有要件が課されているため、わが国においても、二段階買収に際し

てトップ・アップ・オプションを用いることができないかという点に関心が高まってい

ます。 

もっとも、トップ・アップ・オプションについては、90%以上という議決権保有要件

の潜脱にならないか、株式・新株予約権の不公正発行に該当しないか、先行公開買付け

に関して強圧性や買付価格の引き下げ効果を生じさせないか等、法律上の論点が複数存

在するところです。わが国におけるトップ・アップ・オプションの導入に向け、これら

の論点に関する今後の議論の進展に注目する必要があるといえます。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー： 

金融庁が企業情報開示の効率化に関する検討を開始 
 
2015年 10月 23日に開催された金融庁の金融審議会において、麻生金融担当大臣が、

金融審議会会長に対し、投資家が必要とする企業情報を効果的かつ効率的に提供するた

めの情報開示のあり方等について幅広く検討を行うよう諮問しました（「本諮問」）。 

同年 6 月 30 日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」では、会社法、金融

商品取引法、証券取引所上場規則に基づく開示を検証し、重複排除や相互参照の活用、

実質的な監査の一元化、四半期開示の一本化、株主総会関連の日程の適切な設定、各企

業がガバナンス、中長期計画等の開示を充実させるための方策等を含め、統合的な開示

の在り方について今年度中に総合的に検討を行い、結論を得ることとされており、本諮

問はかかる閣議決定を受けたものです。今後、金融庁では、かかる統合的開示に向けた

検討等を行うこととなります。 

効果的・効率的な企業情報の開示に関しては、これまでも、経済産業省の企業情報開

示検討分科会等において議論がなされ、四半期決算短信と四半期報告書の一本化の可能

性等に言及されていますが、今後、金融審議会において具体的な制度の見直しが進めら

れることとなります。かかる見直しの結果、企業情報開示に関する現行の制度が大きく

変更される可能性もあり、今後の議論が注目されます。 
 

 

 

 

 

 

10. 税務：OECD BEPS プロジェクト最終報告を発表 
 

OECD は、2015 年 10 月 5 日、多国籍企業による国際的租税回避の防止策等を策定

する BEPS プロジェクトの最終報告書（「本報告書」）を公表し、G20 財務大臣・中央

銀行総裁会議に提出しました。本報告書は、BEPS プロジェクトで検討された 15 の分

野に関する 13 本の最終レポートその他の文書からなっています。 

http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm 

 

本報告書では、多国籍企業による国際的租税回避を防止すること等を目的として、下

記のような提案が行われております。 
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①新たに導入するべき最低基準としての措置（国別報告書、導管会社を利用した投資

を防止するための租税条約濫用防止基準の導入等） 

②既存の基準の改訂（移転価格税制ガイドラインの改訂、恒久的施設に関する重要概

念の再定義等） 

③国内法の改正を通じて実行されるべき一連の措置（タックス・ヘイブン対策税制の

強化、利子等の損金算入を通じた租税回避の制限等） 

我が国は、既に、本報告書の内容の一部を 2015 年度税制改正により実現しています

が、今後も、本報告書の内容を実施する方向で税制改正が進められていくものと思われ

ます。また、本報告書を受けて、各国が具体的にどのように対応していくのか、今後の

動向については引き続き注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

11. 中国・アジア：インドネシアにおける外国人雇用手続に係る規則の 
改正 

 
インドネシアにおいては、2015 年 6 月 29 日から、外国人雇用手続に係る労働移住大

臣規則 2015 年第 16 号（「旧規則」）が施行されていました。旧規則のもとでは、①外

国人労働者 1 名当たりのインドネシア人労働者雇用比率、②非居住外国人取締役・コミ

サリスに関する就労許可（IMTA）の取得、③一時的業務のための外国人雇用に係る雇

用計画書（RPTKA）及び IMTA の範囲拡大等、重要な事項についての改正がなされてい

ました。ところが、2015 年 10 月 23 日に、旧規則の一部を改正する内容の労働移住大

臣規則 2015 年第 35 号（「新規則」）が制定され、上記重要事項についての改正が行わ

れています。 

 

1. 外国人労働者 1 名当たりのインドネシア人労働者雇用比率 

旧規則では、外国人労働者 1 名当たり、インドネシア人労働者を 10 名雇用するこ

とが義務付けられていました。サービス業等の業種では、旧規則に定めるインドネシ

ア労働者雇用比率を満たすことが困難なことが多く、実務上も運用がどのようになさ

れるのか懸念されていましたが、新規則のもとでは同義務は削除されるに至りました。 

 

2. 非居住外国人取締役・コミサリスに関する IMTA の取得 

旧規則は、非居住外国人取締役・コミサリスに関して、雇用主に就労許可（IMTA）

の取得を義務付けていました。多くの日系企業はインドネシア現地法人に非居住役員
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を設けていることから、旧規則を受けて、非居住役員についての IMTA の取得や非居

住役員の減員等の対応の検討を進めていた企業も多く存在していたところ、新規則に

より、同義務は削除されるに至りました。 

 

3. 一時的業務のための外国人雇用に係る RPTKA 及び IMTA の範囲 

外国人雇用のためには、雇用主は雇用計画書（RPTKA）を作成し、IMTA を取得す

る必要があります。旧規則のもとでは、一時的業務のための RPTKA 及び IMTA を取

得する必要のある業務の範囲が拡大されていましたが、新規則において、その範囲が

限定されました。具体的には、(i) 商業映画の製作に参加する場合、(ii) 1 ヶ月以上の

期間で、インドネシアにある支店について、監査、生産管理若しくは調査を行う場合、

(iii) 機械の設置、電気工事、アフターセールス、事業の監督段階における製品に関連

する業務を遂行する場合に限り、一時的業務のための RPTKA 及び IMTA が必要とさ

れています。特に、旧規則では、セミナーを行う場合や会議に出席する場合にも一時

的業務のための RPTKA 及び IMTA が必要とされており、実務上も懸念されていたと

ころ、新規則では、そのような場合には、一時的業務のための RPTKA 及び IMTA を

作成・取得する必要がないことが明確化されたことになります。 

 

新規則は、旧規則に定められていた外国人雇用に関するいくつかの大きな改正事項を

削除・修正した重要な規則となります。今回の法改正は、インドネシアにおける朝令暮

改的な法律改正を象徴するものであり、外国人雇用に関する流動的な政策動向が払拭さ

れたとは言い切れないので、依然として今後の法改正・運用の動向については引き続き

注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 新興国：ロシアにおける Data Localization Law 制定 
 
ロシアにおいては、2015 年 9 月 1 日に Data Localization Law（「新法」）が制定・施

行され、ロシア国民の個人情報の集積は、ロシア国内に所在するデータベースを通じて

行わなければならないという規定が定められました。「データベース」はディスクやフ

ァイルのようなものでも可能であるとされていますが、実務的には、サーバがロシアに
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所在することが必要であると考えられています。 

新法には域外適用の明文規定はありませんが、当局が発行しているガイドラインによ

れば、外国の企業であっても、ロシアにプレゼンスを設けてオペレーションを行ってい

る場合や、ウェブサイトを通じロシアの消費者を対象としているような場合には、新法

の適用があることが示唆されています。 

上記の規定に従わなかった場合、当局により、ウェブサイトその他のオンラインの情

報源へのアクセスを遮断したり、罰金を科したりする等の制裁を加えられる可能性があ

りますので、ご留意ください。 

 
 
 

 

 

 

 

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

 セミナー  『内部統制システムの見直しのポイント』 

開催日時  2015 年 11 月 9 日（月）13:30～16:30 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『ドローンに対する法規制の全体像と展望、課題』 

開催日時  2015 年 11 月 11 日（水）14:00～17:00 

講師    戸嶋 浩二、林 浩美 

主催    株式会社 新社会システム総合研究所 

 

 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－(神奈川)』』 

開催日時  2015 年 11 月 14 日（土）14:00～15:30 

講師    野村 修也 

主催    学校法人中央大学 

 

 セミナー  『経営倫理シンポジウム・2015 「最新の中国におけるビジネスリス

   クと留意事項」』 

開催日時  2015 年 11 月 18 日（水）14:15～17:20 

講師    石本 茂彦 

主催    一般社団法人 経営倫理実践研究センター 
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 セミナー  『《実践》下請法の取締強化への対応～クイズでさらに理解がすすむ！ 

   独禁法と下請法の勘所を体感・体得～』 

開催日時  2015 年 11 月 19 日（木）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『海外子会社の「現実的な管理体制」と実務上のポイント』 

開催日時  2015 年 11 月 19 日（木）13:30～17:00 

講師    梅津 英明 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『内部統制システムの見直しのポイント』 

開催日時  2015 年 11 月 19 日（木）13:30～16:30 

講師    石井 裕介、河島 勇太 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『平成 27 事務年度金融モニタリングの展望～金融行政方針・金融モ

   ニタリングレポート・金融検査結果事例集等の研究～』 

開催日時  2015 年 11 月 20 日（金）09:30～12:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『国際ファイナンスの法務知識』（『国際法務基本講座』内） 

開催日時  2015 年 11 月 20 日（金）13:00～17:00 

講師    鈴木 克昌 

主催    一般社団法人 国際商事法研究所 

 

 セミナー  『組合型投資ファンドの組成・運用・投資～金融商品取引法の改正を

   踏まえ、GP 及び LP の立場から～』 

開催日時  2015 年 11 月 24 日（火）13:30～16:30 

講師    増島 雅和、田中 光江 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『民法（債権関係）改正実務対応セミナー「金融取引から見た民法改

   正」』 

開催日時  2015 年 11 月 25 日（水）14:00～17:00 

講師    青山 大樹 

主催    一般社団法人 経団連事業サービス 
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 セミナー  『平成 27 年度 後期 景品表示法実務講座』 

開催日時  2015 年 12 月 1 日（火）13:00～16:00 

講師    池田 毅 

主催    公益財団法人 公正取引協会 

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社への移行実務で明らかとなった実際的な留意

   点』 

開催日時  2015 年 12 月 3 日（木）09:30～12:30 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『近時の内部監査の課題』 

開催日時  2015 年 12 月 3 日（木）13:30～14:30 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人第二地方銀行協会 

 

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

 本   『The Asset Management Review; Chapter 18, Japan』（2015 年 9 月

   刊） 

出版社   Law Business Research Ltd 

著者   竹野 康造、廣本 文晴（共著） 

 

 本   『The Private Wealth and Private Client Review, Japan Chapter』（2015

   年 9 月刊） 

出版社   Law Business Research Ltd 

著者   大石 篤史 酒井 真（共著） 

 

 論文   「最高人民法院による民間貸借に関する司法解釈について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.43 No.10 

著者   吉 佳宜 

 

 論文   「海外注目事例からみえてくる競争法実務の着眼点 第 5 回 米国：

   ビール製造販売事業者の企業結合審査と問題解消措置」 

掲載誌   NBL 1058 号 

著者   大野 志保 
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 論文   「知的財産ガイドラインの一部改正－標準必須特許の行使に対する独

   禁法の適用」 

掲載誌   ジュリスト 1486 号 

著者   池田 毅 

 

 論文   「取締役会評価の実務」 

掲載誌   月刊監査役 No.645 

著者   奥山 健志 

 

 論文   「羅針盤：法曹養成制度の迷走」 

掲載誌   月刊監査役 No.645 

著者   内田 貴 

 

 論文   「中国事業からの撤退に関する法的留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No.646 

著者 小野寺 良文 

 

 論文   「平成 27 年特許法改正による職務発明制度の見直し」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.27 No.11 

著者   田中 浩之 

 

 論文   「＜実務の整理と法的解釈の明確化「コーポレート・ガバナンスの実

   践」報告書を読み解く＞Performance Share と Restricted Stock を例

   に「新しい株式報酬の導入」に関する解釈指針のポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1425 

著者 若林 功晃 

 

 論文   「＜実務の整理と法的解釈の明確化「コーポレート・ガバナンスの実

   践」報告書を読み解く＞本報告書の位置づけと今後の活用 コーポレ

   ート・ガバナンスをめぐる動向」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1425 

著者 三浦 亮太 

 

 論文   「＜実務の整理と法的解釈の明確化「コーポレート・ガバナンスの実

   践」報告書を読み解く＞社外取締役の人材確保につながる 会社役員

   賠償責任保険の活用に関する実務ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1425 

著者 太子堂 厚子 



 
 

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. 

 
 

 論文   「電力小売りビジネスモデルを法律の観点から読み解く」 

掲載誌   月刊エネルギーフォーラム 2015 年 9 月号 

著者 市村 拓斗 

 

 論文   「コード適用初年度におけるコーポレート・ガバナンスの現状と今後

   の展望」 

掲載誌   信託フォーラム Vol.4 

著者 太子堂 厚子 

 

 論文   「金融機関のためのスポンサー型事業再生の実務 Q&A60 問」 

掲載誌   季刊事業再生と債権管理 150 号 

著者 井上 愛朗、山崎 良太、矢田 悠、白坂 守、石田 渉（共著） 

 

 論文   「Robotics 法律相談室 完全無人の自動運転車は公道を走行できるの

   か 事故を起こしたら誰が責任を取るのか」 

掲載誌   日経 Robotics 2015 年 11 月号 

著者 戸嶋 浩二、島田 里奈（共著） 

 

 論文   「＜トラブルを解決する 独禁法の道標＞第 1 回 競業避止義務と競

   争者に対する取引妨害－ドライアイス事件」 

掲載誌   Business Law Journal 2015 年 12 月号 

著者 池田 毅 

 

 論文   「消費者関連法－複雑化し増え続ける消費者問題に具体的な打開策を

   提案－」 

掲載誌   Lawyers Guide Specific Specialist Edition (Business law Journal 付

   録) 2015 年 11 月号 

著者 横山 経通、荒井 正児、池田 毅、松田 知丈（共著） 

 

 論文   「Asia Lawyers Guide 2015/16」 

掲載誌   LexisNexis Japan 2015 年 10 月号 

著者 竹野 康造、松村 祐土、尾本 太郎、梅津 英明 
 

 論文   「ブロックチェーンの正体」 

掲載誌   TechCrunch Japan 

著者   増島 雅和 
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 論文   「弁護士が精選！ 重要労働判例-第 73 回 コンチネンタル・オート

   モーティブ（休職期間満了による退職の取り扱い）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 2015 年 9 月号 

著者   坂本 萌 

 

 論文   「弁護士法人（従業員に対するパワーハラスメント）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 2015 年 10 月号 

著者   宇賀神 崇 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 MHM 税理士事務所開設のお知らせ 

このたび、当事務所は、MHM 税理士事務所の開設を決定いたしましたので、お知

らせいたします。 

近時、日本企業のビジネスが複雑化し、また、ニーズが多様化したことにより、税

務と法務といった縦割りのサービスではなく、税務と法務の一体的なサービスの提

供が不可欠となりつつあります。とりわけ、日本国内において又は国境をまたいで

行われる、M&A・グループ内再編、事業再生、オーナー系企業の事業承継等の分野

においては、その傾向は顕著となっており、下記のような業務内容について、税務

と法務の双方をカバーするサービスの提供のご要望をいただくことが多くなって

おります。 

－ ストラクチャリング（事業再生案件においては、再生計画・再生スキームの検

討を含みます。） 

－ デュー・ディリジェンス 

－ 契約書作成や組織再編手続の実行 

－ 各種税務申告業務 

－ 税務調査対応 

MHM 税理士事務所には、森・濱田松本法律事務所（弁護士法人森・濱田松本法律

事務所を含みます。）に所属する弁護士、税理士及び公認会計士が中心となって参

画する予定です。MHM 税理士事務所は、M&A・グループ内再編、事業再生、オー

ナー系企業の事業承継等に関する税務サービスを、森・濱田松本法律事務所による

法務サービスと一体的に提供してまいります。また、これまで法律事務所では提供

することが困難であった、税務デュー・ディリジェンス、税務申告業務といった税

務サービスを提供することにより、ワン・ストップ・サービスを実現いたします。

なお、今後は、税務分野だけでなく、会計分野におけるサービスを充実させていく

ことも検討しています。 

MHM 税理士事務所は、リーガル・マインドを持って税務業務を遂行することが、

その使命であると考えています。ストラクチャリングの場面においては、法令、通

達だけではなく、裁判例も十分に踏まえたリスク分析を行うことや、適切な検討が
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行われたことを証拠化することを重視いたします。また、税務調査の場面において

も、証拠収集・私法関係の整理・税法の解釈等に関して、法的な観点からの検討を

徹底的に行い、依頼者の皆さまのために最善を尽くす所存です。 

MHM税理士事務所は 2015 年 11 月中の開設を目指しており、東京に主たる事務所が、

名古屋と福岡に従たる事務所が、それぞれ設置される予定です。開設日・メンバー

等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 
 

 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2016 にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2016 で、当事務所は下記の分野でトッ

プグループにランキングされました。また、各分野における Leading Lawyers とし

て当事務所の弁護士 15 名が選ばれました。詳細は IFLR1000 のウェブサイトをご

覧ください。 

＜分野＞ 

・Banking 

・Capital Markets：Debt and equity 

・Capital Markets：Structured finance and securitisation 

・Corporate and M&A 

・Project finance 
＜Leading Lawyers に選ばれた弁護士＞ 

Banking 石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、諏訪 昇、小林 卓泰、武川 丈士 

Capital Markets：Debt and equity 石黒 徹、安部 健介、鈴木 克昌、トニー・グ

ランディ 

Capital Markets：Structured finance and securitisation 佐藤 正謙、諏訪 昇、小林 

卓泰 

M&A 内田 晴康、河井 聡、桑原 聡子、棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐

土 

Project Finance 小林 卓泰、武川 丈士 

 

 ALB Asia M&A Rankings 2015 にて高い評価を得ました 

ALB（Asian Legal Business）2015 年 10 月号の特集記事 'Asia M&A Rankings 2015' 

にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 1 に選ばれました。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2016 The Guide to Asia-Pacific's Leading 

Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2016 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms に

て、当事務所は Recommended firms として紹介され、9 の分野で特に高い評価を

得ました。 
また、Asialaw recommended individuals として、当事務所の弁護士 13 名がとりあ
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げられました。 

＜分野＞ 

・Banking & Finance 

・Capital Markets 

・Competition & Antitrust 

・Construction & Real Estate 

・Corporate/M&A 

・Dispute Resolution 

・Insurance 

・Intellectual Property 

・Restructuring & Insolvency 

＜Asialaw recommended individuals に選ばれた弁護士＞ 

内田 晴康、松田 政行、石黒 徹、佐藤 正謙、三浦 健、三好 豊、石綿 学、大石 篤

史、小澤 絵里子、小林 卓泰、藤津 康彦、石川 直樹、鈴木 克昌 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の Firms of the Year 2015 を受賞しました 

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による  "In-House 

Community Firms of the Year 2015" において、当事務所は Banking and Finance、

Projects and Project Financing、Telecommunications, Media & Technology の分野

において、日本を代表する法律事務所に選ばれました。また、Most Responsive 

Domestic Firm of the year, Japan において Honorable Mentions に選ばれました。 
タイにおいては、提携関係を有している Chandler & Thong-ek 法律事務所が

Banking and Finance、Energy and Natural Resources、Projects and Project 

Financing、Most Responsive Domestic Firm of the year, Thailand の分野において、

タイを代表する法律事務所に選ばれました。Compliance/Regulatory、Employment、

Intellectual Property において Honorable Mentions に選ばれております。 
 

 佐藤 正謙 弁護士が金融法学会 理事に就任しました 

 

 池村 聡 弁護士が文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会「新たな時代

のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」委員に就任し

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 


