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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 2016 年 5 月号（第 29 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：知的財産戦略本部「次世代知財システム検討委員会」

が報告書を公表 

 

知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会「次世代知財システム検討委員会」は、2016

年 4 月に、報告書を公表しました。この報告書は、①デジタル・ネットワーク時代の知

財システム、②新たな情報財の創出と知財システム（人口知能によって生み出される

AI 創作物と知財制度、3D プリンティングと知財制度、ビッグデータ時代のデータベー

スの取扱い）、③デジタル・ネットワーク時代の国境を超える知財侵害への対応、とい

う各論点に関する有識者による検討結果が取りまとめられたものであり、主な内容は以
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下のとおりです。 

①デジタル・ネットワーク時代の知財システム 

・新たなイノベーションへの柔軟な対応等の観点から、著作権法に米国のフェアユー

ス規定に代表される柔軟な権利制限規定を導入することにつき検討を行い、早期の

法改正の提案に向け、内容の具体化を行う。 

②新たな情報財の創出と知財システム 

・一定の「価値の高い」AI 創作物や 3D データについては、それに関与する者の投資

保護と促進の観点から、知財保護の在り方について具体的な検討を行う。 

・創作性を認めにくいデータベースについて、欧州等の動向や保護の実態等に照らし

つつ、保護の要否や方法について具体的な検討を行う。 

③デジタル・ネットワーク時代の国境を超える知財侵害への対応 

・消費者を違法コンテンツに誘導する「リーチサイト」に関し、一定の法的措置が可

能であることを明確化することも含め、法制面での対応等につき具体的な検討を行

う。 

・違法コンテンツを提供するサイトが広告収入を得ている実態につき調査を行うとと

もに、悪質なサイトに対するオンライン広告への対応方策につき具体的な検討を行

う。 

また、報告書では、「おわりに」として、2021 年に施行から 50 年を迎える現行の著

作権法につき、制定時と現在とで生成される情報の量や種類、利活用の方策が大きく変

化したことに鑑み、次世代の著作権制度の在り方について具体的な検討を開始すること

が必要である旨が記載され、著作権法の抜本的見直しの必要性につき示唆するものとし

て注目されます。 

 今後、今回の報告書の内容も踏まえて知的財産推進計画 2016 が策定、公表されるこ

ととなっており、引き続き注視が必要です。 

 

＜参考資料＞ 

知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会「次世代知財システム検討委員会」報告書 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou1.pdf 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：米国司法省、FCPA 違反の自主報告に関する試験

プログラムを導入 

 

2016 年 4 月 5 日、米国司法省（DOJ）は、海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt 

Practices Act、「FCPA」）の執行計画とガイダンスに関するメモを公表しました。同メ
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モでは、担当部門の人員増強等による執行体制強化や、外国当局との協力関係の強化に

加え、自主報告に関する試験プログラムの導入について明らかにしています。 

同メモによれば、試験プログラムは、FCPA 違反を犯した企業に対し、DOJ への自主

報告や調査協力、当該企業の内部統制・コンプライアンスプログラムの是正を行う動機

を与えることにより、違反企業・個人の責任追及を促進し、ひいては企業・個人による

違反を抑止し、企業の FCPA コンプライアンスを強化すること等を目的としています。

具体的には、違反企業が①DOJ に対する違反行為の自主報告、②DOJ の調査への全面

的な協力、③適時かつ適切な改善措置の実行、の各項目について試験プログラムが定め

る要件を充足した場合、DOJ による刑事訴追が免除される可能性があり、刑事免責され

ず罰金刑が科される場合であっても、連邦量刑ガイドラインに定める罰金額の範囲の下

限からさらに最大 50%減額される可能性があります。さらに、司法省は、処分時点で有

効なコンプライアンスプログラムを有している企業に対しては、通常、監督処分を求め

ないこととしています。 

他方で、違反行為を DOJ に自主報告しなかった企業は、後に DOJ の調査に全面的な

協力を行い、適時かつ適切な改善措置を実行したとしても、連邦量刑ガイドラインに定

める罰金額の範囲の下限から最大 25%までしか罰金の減額を受けることができないと

されています。 

なお、上述の試験プログラムに基づく罰金の減免を受けるためには、さらに違反企業

による違反行為から得た利得の吐出しも必要とされている点にも留意が必要です。 

試験プログラムは 1 年の期間限定のものであり、当該期間終了までに、延長及び改訂

の要否が検討されることとなっています。従来、FCPA 違反については、カルテルにお

けるリニエンシー制度のように、自主報告に関する手続きや効果が必ずしも明らかにさ

れていませんでした。試験プログラムの導入により、一般論としては、FCPA 違反を発

見した企業としてはその利用を真摯に検討することが必要となったといえますが、利用

による効果が DOJ の裁量にかかっていることもあり、利用については専門家への相談

が不可欠であると考えられます。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁弁護護士士  宇宇都都宮宮  秀秀樹樹  
 0033--55222233--77778844 

  hhiiddeekkii..uuttssuunnoommiiyyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  田田中中  亜亜樹樹  
 0033--66226666--88991199 

  aakkii..ttaannaakkaa@@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。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

4. エネルギー・インフラ：経済産業省が「エネルギー革新戦略」を決定 

 

4 月 18 日、経済産業省が「エネルギー革新戦略」（「本戦略」）を決定しました。 

本戦略は、昨年 7 月に策定されたエネルギーミックスを実現するための施策について、

①徹底した省エネ、②再エネの拡大、③新たなエネルギーシステムの構築という 3 つの

ポイントを掲げています。 

まず、「①徹底した省エネ」については、産業分野において、ベンチマーク制度を流

通・サービス業にも拡大し、中小企業向けには設備単位での省エネ投資支援等を進める

ものとされるほか、住宅分野では、2020 年までに既築住宅の省エネリフォームの倍増

や、注文戸建新築住宅の過半数での ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現

を目指すとされています。運輸分野でも、燃料電池自動車や電気自動車の購入価格の一

部補助（2016 年度から 5 年間）を行うことが計画されています。 

次に、「②再エネの拡大」については、再エネ特措法改正案（国会審議中）による FIT

関連制度の見直しに加え、系統制約解消のため、「広域連系長期方針」の策定や、地域

間連系線の運用ルールの見直し等を広域機関において進めるものとされています。また、

規制改革として、環境アセスメント期間の半減を目指すとともに、関係団体の要望を踏

まえ、風力発電の立地を円滑に進められるための対策を検討していくものとされていま

す。 

そして、「③新たなエネルギーシステムの構築」としては、次世代火力発電技術の確

立や LNG 市場の育成といった施策により、経済成長と CO2 削減の両立を進めるととも

に、需要家側のエネルギーリソース（PV、蓄電池、EV、ネガワット等）を IoT 技術に

より統合制御することで小売や送配電事業者の需給調整に活用することを目指し、2017

年中のネガワット取引市場の創設等のアクションプランを実施していくこと等が計画

されています。 

以上に加え、本戦略では、福島新エネ社会構想や水素社会戦略等、将来のエネルギー

分野における重要な施策が多岐にわたり計画されています。本戦略は、今後のエネル

ギー分野における重要な方向性を示すものであり、注目されます。 
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5. 労働法：改正障害者雇用促進法の施行始まる 

 

2013 年に改正された障害者雇用促進法（「改正法」）が、原則として 2016 年 4 月 1

日から施行されました。改正法では、障害者差別の禁止と、障害者に対する合理的配慮

の提供義務が事業主に課せられており（34 条以下）、厚生労働省では「差別禁止指針」

（平成 27 年厚労告 116 号）、「合理的配慮指針」（平成 27 年厚労告 117 号）を定めてい

ます。 

まず、障害者であることを理由とする雇用差別の禁止は、募集・採用と採用後につい

てそれぞれ定められており、事業主は「障害者に対して、障害者でない者と均等な機会

を与えなければなら」ず（34 条）、また、採用後は、事業主は「賃金の決定、教育訓練

の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由

として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」（35 条）とされてい

ます。例えば、障害者であることを理由として採用を拒否することや、賃金を低く設定

する、昇給させない、研修・現場実習を受けさせない、食堂等の利用を認めないことが、

差別の具体例として挙げられています。 

合理的配慮の提供義務についても、募集・採用時（36 条の 2）、採用後（35 条の③、

合理的配慮指針第 3）につき定められています。募集・採用時の合理的配慮の具体的内

容としては、例えば募集内容を音声等で提供する、面接を筆談で行うなどが挙げられて

います。また、採用後の合理的配慮の具体的内容としては、肢体不自由者について机の

高さを調整する等して作業を可能にする工夫を行う、知的障害者について本人の習熟度

に応じて業務量を徐々に増やす、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮す

るといった例が挙げられています。この採用後の合理的配慮については、事業主から障

害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認することとされています（障害

者からの申出を待って実施するものではありません。）。但し、事業主に対して過重な負

担を及ぼすときは、当該義務は負いません。 

上記の他、法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加する改正は、平

成 30 年 4 月 1 日から施行となります（但し、激変緩和措置あり。）。 

各企業においては、障害者を単に雇用するだけではなく、雇用後も当該障害者の障害

の内容や程度に照らして合理的な配慮の内容をきめ細かに検討し、当該内容を障害者に

説明し、協議しながら実施していくことが求められるといえます。 
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6. 会社法：「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が 

報告書を公表 

 

2016 年 4 月 21 日、企業と株主・投資家による建設的な対話を促すことを目的として

経済産業省に設置されていた「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が、

報告書を公表しました

（http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421007/20160421007.html）。 

報告書においては、①株主総会招集通知の早期（発送前）Web 開示の実施拡大や適

切なタイミング（発送の直前ではなく、取締役会決議直後や印刷原稿校了直後とできな

いか。）の検討、②招集通知関連書類（会社法上の事業報告・計算書類等。）の原則電子

化（株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の拡大。）、③議決権電子行使プラット

フォームへの参加・利用の促進や ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームと

ISS 等が運営する電子プラットフォームとの相互連携、④議決権行使基準日を決算日と

は別に定めること（例えば、3 月決算企業が 5 月末を議決権行使基準日とし、7 月に定

時株主総会を開催する等。）による株主総会日程の分散化、⑤個人株主も含めた招集通

知等の情報受取や議決権の電子行使が行いやすいシステム環境（一括プラットフォーム

等）の整備等について、提言が行われています。 

これらの提言は各企業の株主総会実務の変更を強制するものではありませんが、同報

告書においては、「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた関係者の取組みについて

フォローアップする会合を定期的に開催することについても提言が行われており、今後

の議論の進捗状況が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：「食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員会 最終

とりまとめ」の公表 

 

2016 年 4 月 26 日、農林水産省は、「食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員

会 最終とりまとめ」を公表しました。この報告書は、農林水産省が 2014 年 8 月 8 日

に公表した「食料産業における国際標準戦略検討会報告書」における国際的に通用する

日本発の食品安全マネジメントに関する規格・認証スキームの構築等を官民連携で進め

ていくべきとの提言を踏まえ、2015 年 1 月 27 日より農林水産省と有志の食品関係事業

者が立ち上げた「食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員会」における議論の内

容をとりまとめたものです。 
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近年では、食品流通の広域化・複雑化等により食品事故・事件が発生した場合の影響

が大きくなり、食品関係事業者にとって食品安全リスクへの対応が大きな課題となって

います。このため、国際的に、食品安全確保の方策として、国による規制及び民間取引

の両面で、HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）が重視されるようにな

りました。HACCP とは科学的な根拠・説明に基づいた計画により工程を管理し記録す

ることによって食品事故の発生を未然に防止し、被害があってもそれを最小化しようと

する仕組みです。ところが、日本においては、とりわけ中小企業を中心として HACCP

の普及が進んでいない等の問題があります。そこで、同報告書は、日本企業にとってわ

かりやすく国際的にも通用する日本発の食品安全マネジメント規格・認証スキームの構

築を求めた上で、日本初の規格の特徴として「現場の従業員からの食品安全に関する改

善提案を適切に活用する仕組み」を規格の要求事項に含める等、新たに構築する規格・

認証スキームについての提言を行っています。 

今後は、同報告書の提言の実現に向けた取組みを「一般財団法人食品安全マネジメン

ト協会」が担うこととされ、現在、同協会は製造セクターの規格及び認証スキーム文書

の素案についてパブリックコメントを募集しています。この新規格・認証スキームにつ

いて引き続き今後の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：厚労省の「組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討

会」が報告書を公表 

 

2016 年 4 月 13 日、厚生労働省の「組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討

会」が報告書を公表しました。同報告書では、会社分割や事業譲渡等の組織の変動の場

面における労働者保護の政策に関する議論・検討の結果が報告されています。 

具体的には、会社分割については、会社分割に伴う労働関係の承継等に関する法律

（「承継法」）等により、すでに労働者保護のために必要な一定の手続等が定められてい

るものの、裁判例の蓄積等も踏まえ、①承継法上の主従事労働者の判断基準である「事

業」の考え方を明らかにすること、②5 条協議（労働者との個別協議）の対象に承継さ

れる不従事労働者（承継事業に従事していない労働者）を加えること、③転籍合意によ

り労働契約を移転する場合であっても、承継法上の手続が省略できないこと等を周知す

ることや、労働者への通知事項に会社分割による労働条件の承継に関する事項を含める

こと等が提案されています。また、事業譲渡については、労働契約の承継に関して個別

の労働者の同意が必要であること等から、これまで会社分割における承継法のような固
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有の法的措置は講じられていなかったところ、労働者の個別同意の実質性を担保し、労

使間のコミュニケーションを促進するため、①労働契約の承継には個別の同意が必要で

あること、②不同意のみを理由として解雇することができないこと等の留意事項を周知

することが提案されています。 

厚生労働省は、同報告書を踏まえ、承継法に基づく省令や告示の改正、事業譲渡に係

る新たな指針の策定等の実施を予定しているとのことです。会社分割や事業譲渡を伴う

組織再編、M&A の実務に影響が及ぶことが予想され、今後も注視していく必要がある

と思われます。 

 

 

 

 

 

 

9. ファイナンス・ディスクロージャー：「ディスクロージャーワーキン

グ・グループ報告－建設的な対話の促進に向けて－」の公表 

  

2016 年 4 月 18 日、金融庁の金融審議会は、「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ報告－建設的な対話の促進に向けて－」（「本報告書」）を公表しました。 

本報告書では、企業と株主・投資者が企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上に向けて協働していくため、両者の間の建設的な対話を促進していく観点から、①事

業報告・計算書類、有価証券報告書、決算短信等の各開示書類間で記載内容の整理・共

通化・合理化を行うこと、②情報開示のタイミングや株主総会の日程を適切に設定する

こと、③非財務情報（経営方針・経営戦略や、社会・環境に関する情報等。）を任意開

示の形で充実させていくこと等が示されています。具体的には、例えば上記①について

は、事業報告・計算書類等と有価証券報告書との間で記載内容を共通化できる部分には

共通の記載を行えることを明確化することや、有価証券報告書の中で記載内容が重複す

る部分について整理・統合・合理化等を行うこと等が提言されており、また上記②につ

いては、株主総会前のできるだけ早い時期に有価証券報告書を開示するよう取組みを進

めることや、事業報告・計算書類等の電子化の促進等が提言されています。 

本報告書では、その提言の実現に向けて、金融庁をはじめとする関係者が速やかに作

業を進めることを期待するとされており、今後は本報告書を踏まえた法改正等の検討が

行われることになると思われます。その結果、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が高く、今後の議論が注目されます。 
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10. 税務：平成 28 年度税制改正における移転価格税制の文書化の概要 

 

経済協力開発機構（OECD）における BEPS（Base Erosion and Profit Shifting、税源

浸食と利益移転）行動計画 13 の勧告を踏まえ、多国籍企業グループによるグループ内

取引を通じた所得の海外移転に対して適正な課税を実現するため、多国籍企業のグロー

バルな活動・納税実態を把握するための制度として、平成 28 年度税制改正において、

多国籍企業グループ（直前会計年度の連結総収入金額 1,000 億円以上の企業。）は、一

定の文書を作成・提供することが義務付けられました。具体的には、2016 年 4 月 1 日

以後に開始する最終親会計年度に係る次の報告（届出）事項について、原則として以下

のような対応が求められます。 

 

①ローカルファイル 

多国籍企業グループの親・子会社がそれぞれ、関連者間取引における独立企業間価格

を算定するために必要と認められる書類を作成・保存する必要があります。 

②マスターファイル 

多国籍企業グループ内の日本法人が、当該グループの組織構造、事業の概要、財務状

況その他必要な事項について、所轄の税務署長に提供する必要があります。 

③国別報告書 

多国籍企業グループ内の日本法人が、当該グループが事業を行う国ごとの収入金額、

税引前当期利益の額、納付税額その他の必要事項について、所轄の税務署長に提供す

る必要があります。 

 

②、③については提供がなかった場合の罰則、①については適切に文書の作成・保存

をしていなかった場合の推計課税の制度も導入されているため、専門家に相談の上、適

切に対応を行う必要があります。 

 

＜参考＞移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし： 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf 
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11. 中国・アジア：インドにおける電子商取引に係る FDI 規制の改訂 

 

インド商工省（Ministry of Commerce and Industry）傘下の産業政策促進局

（Department of Industrial Policy & Promotion）は、2016 年 3 月 29 日、外国直接投資

規制（FDI 規制）に関する統合版 FDI ポリシー（Consolidated FDI Policy）の電子商取

引に係る条項を改訂するプレスノート（Press Note No.3（2016 Series））を公表し、即

日発効しました。 

当該プレスノートによる主な改訂点は、以下のとおりです。 

    

まず、従前の電子商取引に対する FDI 規制では、B to B（Business to Business）の

電子商取引への外国直接投資は政府に対する事後の報告のみで足りる自動ルートで

100%の出資が認められていた一方、B to C（Business to Consumer）の電子商取引へ

の外国直接投資は認められていませんでした。それが今回の改訂により、製造業者がイ

ンドで製造した自らの製品について電子商取引による小売りを行うことが認められ、店

舗販売を行う単一ブランド小売業者が電子商取引による小売りを行うことが認められ

ることとなりました。 

 

加えて、従来は必ずしも位置づけが明確ではなかったマーケットプレイス型電子商取

引についての規制内容も明らかにされました。 

すなわち、オンラインのネットワーク上で行われる電子商取引に対して売買の場（プ

ラットホーム）を提供する、自らは販売を行わない業務形態をマーケットプレイス型電

子商取引と位置づけ、かかる事業への外国直接投資について 100%の出資が自動ルート

で認められることとされました。このマーケットプレイス型電子商取引を行う業者には、

インターネット上で通信販売業を運営する事業者が該当します。他方で、電子商取引業

者自身が商品・サービスの在庫を所有・管理し消費者に直接販売する形態であるインベ

ントリー型電子商取引への外国直接投資については認められないこととされています。 

その他、ガイドラインで定められている、マーケットプレイス型電子商取引業者に必

要とされる主要な条件は、以下のとおりです。 

・マーケットプレイス型電子商取引業者は、自身のオンラインネットワーク上の売買

プラットホームにおいて B to B ベースで売主と取引をすることが認められます。 

・マーケットプレイス型電子商取引業者は、商品等の在庫に所有権を有してはならな

いものとされています。 

・マーケットプレイス型電子商取引業者は、マーケットプレイスを通じて総売上高の

25%を超える売上げを一つの売主（そのグループ企業を含む。）のみから獲得して

はならないとされています。 

・マーケットプレイス型電子商取引業者は、直接・間接を問わず、商品やサービスの

値段に影響を及ぼしてはならないとされています。 
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今回の改訂は、B to C の電子商取引への外国直接投資の途を拓くとともに、マーケッ

トプレイス型電子商取引に係る FDI 規制の内容を明確化するものであり、インドにおけ

る電子商取引への外国企業の参入をより容易にするものと期待できますが、今後のガイ

ドラインの具体的な運用状況を注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

12. 新興国（南アフリカ）：競争法上の届出義務の懈怠に対して過去最高

額の制裁金 

 

2016 年 4 月 1 日、南アフリカの競争裁判所は、Life Healthcare Group (Proprietary) 

Limited 及び Joint Medical Holdings Limited（「Life Healthcare ら」）による企業結合事前

届出義務の懈怠に関して、南アフリカの競争委員会と Life Healthcare らの間で締結され

た和解契約を承認しました。これによって、Life Healthcare らは、南アフリカにおいて

過去最高額の行政制裁金 1,000 万ランド（約 7,500 万円）を課されました。 

 

南アフリカでは、以下の届出基準を満たす会社間における企業結合を実行するには、

競争委員会に対して事前に届出を行う必要があるところ、かかる届出を懈怠した会社は、

行政制裁金を課せられる可能性があります。 

 

 対象会社の南アフリカにおける 

資産額又は売上高 

買収者及び対象会社の南アフリカに

おける資産額又は売上高の合計額 

大規模企業結合 1 億 9,000 万ランド以上 66 億ランド以上 

中規模企業結合
1 億 9,000 万ランド未満 

8,000 万ランド以上 

66 億ランド未満 

5 億 6,000 万ランド以上 

 

競争法上は、行政制裁金の金額は、当該会社の前事業年度における南アフリカ国内売

上高の 10%を超えない金額を上限として、競争裁判所が各種の事情（事業者の売上高、

事業者の行為態様等。）を考慮して判断すると規定されていますが、これまで課された

行政制裁金の最高額は 100 万ランド（約 750 万円）にとどまっておりました。 

 

従前より競争委員会は届出義務の懈怠に対する罰則適用強化をする予定であると警

告してきましたが、今回の Life Healthcare らに対する行政制裁金の賦課はその一環と考

えられ、今後南アフリカ会社との M&A 取引を検討するにあたって、十分にご注意いた
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『Fintech Trends in Japan – Changing Environment and Potential    

Opportunities: Webinar』 

開催日時  2016 年 5 月 12 日(木) 17:00～17:45 

講師    増島 雅和 

主催    英国大使館 

 

 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 ～移行 

会社の事例を踏まえて～』 

開催日時   2016 年 5 月 13 日(金) 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  『改正会社法及び CGC 適用下における定時株主総会での想定質問作 

成・回答 第 2 回』 

開催日時  2016 年 5 月 13 日(金) 14:00～17:00  

講師    奥山 健志   

主催    株式会社プロネクサス   

 

 セミナー  『クレジットリンクローンの法務と契約実務 ～信託 ABL を題材に基 

礎から解説～』 

開催日時  2016 年 5 月 13 日(金) 13:30～16:30   

講師    江平 享   

主催    株式会社金融財務研究会   

 

 セミナー  『最新の実務と金商法改正を踏まえた大量保有報告制度の法務と実 

務』 

開催日時  2016 年 5 月 18 日(水) 13:30～16:30   

講師    根本 敏光   

主催    宝印刷株式会社   
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 セミナー  『国内火力・再エネ発電プロジェクト入門～プロジェクトファイナン 

スにおいて留意すべきポイントとその対応～』 

開催日時  2016 年 5 月 19 日(木) 13:30～16:30    

講師    齊藤 憲司    

主催    シグマベイスキャピタル株式会社  

 

 セミナー  『CG コード適用下における毎年の検討事項と年間スケジュール ～取 

締役会における毎年の検討事項と株主総会に向けた検討事項～』 

開催日時  2016 年 5 月 20 日(金) 9:30～12:00     

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス    

 

 セミナー  『海外子会社をめぐる実践的管理の実務とグローバルコンプライアン 

ス』 

開催日時  2016 年 5 月 24 日(火) 13:00～17:00      

講師    梅津 英明 

主催    みずほ総合研究所株式会社    

 

 セミナー  『贈賄コンプライアンス体制構築のために必要な実務上の対応』 

開催日時  2016 年 5 月 25 日(水) 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  『「IPO 法務セミナー」IPO 志向企業が知っておくべき上場準備の重 

要ポイント 【第 2 回】『上場体制整備の基本～上場審査と法的規制 

と責任を踏まえた上場会社としての体制整備～』』 

開催日時  2016 年 5 月 25 日(水) 14:30～17:00      

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『プライベート・エクイティ・ファンドの基礎～組合契約の条項、交 

渉上のポイント等を具体的に解説～』 

開催日時  2016 年 5 月 30 日(月) 13:00～16:00      

講師    熊谷 真和 

主催    株式会社金融財務研究会 
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 セミナー  『増大する輸出管理リスクへの対応～「防衛装備移転三原則」等の制 

定と国際研究開発をはじめ、外為法による日米の安全保障貿易管理の 

動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2016 年 6 月 1 日(水) 13:30～16:30      

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

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

 本   『新しい事業報告・計算書類－経団連ひな型を参考に［全訂版］』（2016 

年 4 月刊） 

出版社   株式会社商事法務   

著者   石井 裕介（編著）、澤口 実、三浦 亮太、小松 岳志、奥山 健志、内 

田 修平、河島 勇太、若林 功晃（著） 

 

 本   『コーポレートガバナンス・コードの実務〔第 2 版〕』（2016 年 4 月 

刊） 

出版社   株式会社商事法務   

著者   澤口 実、内田 修平、髙田 洋輔（編著）、角田 望、金村 公樹、福田  

剛、吉田 瑞穂、飯島 隆博、奥田 亮輔（著） 

 

 本   『Q&A 監査等委員会設置会社の実務』（2016 年 4 月刊） 

出版社   株式会社商事法務   

著者   太子堂 厚子 

 

 本   『租税法における財産評価の今日的理論問題「法人税における財産評 

価の今日的問題―組織再編に関連して」』（2016 年 3 月刊） 

出版社   公益財団法人日本税務研究センター 

著者   小山 浩   

 

 本   『Mergers & Acquisitions』（2016 年 3 月刊） 

出版社   Global Legal Group 5th Edition   

著者   松村 祐土、梅津 英明 

 

 論文   「知財判例速報 写真についての著作権の帰属 ――東京地判平成 

27・12・9」 

掲載誌   ジュリスト 1491 号 

著者     田中 浩之   
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 座談会   「M&A 契約研究会 誓約／契約の解除・終了」 

掲載誌   論究ジュリスト 2016 年春号（No.17） 

著者     大石 篤史 

 

 論文   「平成 28 年 6 月株主総会の留意点」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.4 

著者   若林 功晃 

 

 論文   「不正競争防止法の一部改正等の営業秘密保護の最新動向について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.28 No.5 

著者   池村 聡    

 

 論文   「不動産売買契約」 

掲載誌   税務弘報 Vol.64 No.5 

著者   酒井 真、山川 佳子（共著）   

 

 論文   「新株予約権割当契約」 

掲載誌   税務弘報 Vol.64 No.5 

著者   小山 浩、田村 哲也（共著）   

 

 論文   「組織再編（会社分割）」 

掲載誌   税務弘報 Vol.64 No.5 

著者   大石 篤史、飯島 隆博（共著）   

 

 論文   「Google Books 訴訟―フェアユースを認めた控訴審判決―」 

掲載誌   月刊コピライト No.660 Vol.56 

著者        増田 雅史 

 

 論文   「ざっくりさくっと著作権 第 1 回著作権制度ってどんな制度？」 

掲載誌   月刊コピライト No.660 Vol.56 

著者   池村 聡    

 

 論文   「ブロックチェーンのビジネス応用について」 

掲載誌   月刊資本市場 No.368 

著者   増島 雅和 
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 論文   「「ビットコイン」に規制放置から健全化へ前進」 

掲載誌   週刊東洋経済 6650 号 

著者   増島 雅和   

 

 論文   「平成 27 年金融商品取引法の改正に伴う適格機関投資家等特例業務 

に係る規制の強化」 

掲載誌   ディスクロージャーニュース Vol.32 

著者   根本 敏光、尾崎 健悟（共著） 

 

 論文   「景品表示法課徴金導入 制度解説と企業のリスクマネジメント」 

掲載誌   REPORT JARO No.495 

著者   松田 知丈   

 

 論文   「コーポレートガバナンスの動向に照らした取締役会議事録の作成」 

掲載誌   Business Law Journal 2016 年 6 月号 

著者   太子堂 厚子   

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

 Who's Who Legal: Capital Markets 2016 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Capital Markets 2016 において、日本を代表する弁護士として、

当事務所の 石黒 徹 弁護士、佐藤 正謙 弁護士、トニー・グランディ 弁護士が選

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 


