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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 6 月号（第 30 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「知的財産推進計画 2016」を公表 
 

首相官邸知的財産戦略本部は、2016 年 5 月 9 日に、「知的財産推進計画 2016」を公

表しました。同計画では、①第 4 次産業革命時代の知財イノベーションの推進、②知財

意識・知財活動の普及・浸透、③コンテンツの新規展開の推進、④知財システムの基盤

整備の 4 つの柱が掲げられています。 

特に注目されるのは、上記の①に関して以下の 3 点について具体的な計画が定められ

たことです。 

・AI 創作物や 3D データ、創作性を認めにくいデータベース等の新しい情報財につい

て、例えば市場に提供されることで生じた価値等に注目しつつ、知財保護の必要性

や在り方について、2016 年度中に検討を行い、2017 年度～2019 年度に必要な措

置を講ずること 

・消費者を違法コンテンツに誘導する「リーチサイト」を通じた侵害コンテンツへの
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誘導行為への対応に関して、権利保護と表現の自由のバランスに留意しつつ、対応

すべき行為の範囲等、法制面での対応を含め、2016 年度中に検討を行い、2017 年

度～2019 年度に必要な取組を実施すること 

・2016 年度中にオンライン広告対策に関し実態調査を行うとともに、それを踏まえ

つつ、悪質な知財侵害サイトに対するオンライン広告への対応方策について検討を

進め、2017 年度～2019 年度に必要な取組を引き続き実施すること 

 

＜参考資料＞「知的財産推進計画 2016」 

hhttttpp::////wwwwww..kkaanntteeii..ggoo..jjpp//jjpp//ssiinnggii//ttiitteekkii22//kkeetttteeii//cchhiizzaaiikkeeiikkaakkuu2200116600550099..ppddff  
 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：流通・取引慣行ガイドラインの改正 
 

2016 年 5 月 27 日、公取委は、流通・取引慣行ガイドラインの改正を行いました。既

報のとおり、公取委は改正案をパブリックコメントに付していましたが、寄せられた意

見を検討した結果、原案のまま変更せずに改正しました。今回の改正は①取引先事業者

に対する自己の競争者との取引の制限、②流通業者の競争品の取扱いに関する制限、及

び③厳格な地域制限（流通業者に販売地域を割り当て、地域外での販売を制限すること）

についてのセーフ・ハーバー基準を市場シェア 20%の基準に引き上げるものです。寄せ

られた意見に対する公取委の考え方として、非価格制限行為の中でも上記セーフ・ハー

バーの適用対象とならない行為類型のうちいくつかについて、対象とならない理由が明

らかにされています。具体的には、再販売価格拘束のほか安売り業者への販売禁止や価

格に関する広告・表示の制限等、価格に関わる制限行為に関しては、特に競争を阻害す

る効果が大きいため、セーフ・ハーバーの適用対象にすることは適切ではないとされて

います。 

今回の改正は、市場シェアの基準を 20%に引き上げてセーフ・ハーバーの適用範囲を

広げるものであることに加えて、従前は市場シェアと市場における順位という 2 つの観

点に基づいていたセーフ・ハーバーの基準を市場シェアに一本化することにより、適用

範囲を広げたものと評価することができ、事業者の立場からは歓迎すべきものと考えら

れます。但し、市場シェアは市場の画定のしかたにより大きく変わりうるものであるた

め、セーフ・ハーバーに該当するか否かの判断は引き続き慎重に行う必要があります。 
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4. エネルギー：「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に 
関する特別措置法等の一部を改正する法律」の成立 

 

5 月 25 日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等

の一部を改正する法律」（「本法律」）が国会にて成立しました。施行日は、一部の内容

を除き 2017 年 4 月 1 日を予定しています。 

本法律の最大のポイントは、事業者が作成する「再生可能エネルギー発電事業計画」

につき発電事業の実施の確実性や事業内容の適切性を審査した上で認定を行う、新しい

認定制度が導入される点にあります。現行の認定制度は廃止され、既存認定案件は、施

行日時点で系統連系がされているか系統連系に関する一般送配電事業者の同意を得て

いる場合等、一定の要件を満たすことにより新制度の認定とみなされない限り、失効し

ます。特に未稼働の既存認定案件については、施行日までにみなし認定の要件を満たす

ことが急務となります。 

また、新たな認定制度の下では、認定された再生可能エネルギー発電事業計画（「認

定事業計画」）に従った発電事業の実施を確保する観点から、事業実施中の点検や保守

等の遵守が求められ、認定事業計画に反する場合には、業務改善命令や認定取消しの対

象となります。既存案件についても認定事業計画に類する計画の提出が求められる点に

留意が必要となります。 

施行日時点で既に締結済みの特定契約には影響しませんが、施行日以降、再生可能エ

ネルギー電気の買取義務者が現行の小売電気事業者から一般送配電事業者に変更され

る点も、大きな改正点です。 

このほか、大規模太陽光発電案件の認定申請に際しての入札制の導入、中長期的な買

取価格の目標設定（太陽光、風力）や、数年先までの買取価格の設定（地熱、風力、中

小水力、バイオマス）等が可能となる制度変更が行われています。電力使用量が多い事

業者に対する賦課金減免制度の見直しも行われます。 

以上のように、本法律による再エネ特措法の改正は固定価格買取制度の重要部分に関

連するものであるため、実務への影響は大きいものと考えられます。また、改正後の制

度設計の詳細については、今後の経済産業省令の改正に委ねられている部分もあるため、

議論の動向を引き続き注視していく必要があります。 
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5. インフラ：PPP/PFI 推進アクションプラン決定 
 

本年 5 月 18 日、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議（PFI 推進

会議）において、2013 年 6 月の旧アクションプラン、2014 年 6 月の旧集中取組方針を

見直した、新たな PPP/PFI 推進アクションプランが決定されました。 

本アクションプランでは、新たな事業規模目標（数値目標）として 10 年間で 21 兆円

（旧アクションプランでは、10～12 兆円）を掲げるとともに、重点分野として、従前

の空港、水道、下水道及び道路に加え、新たに文教施設及び公営住宅が指定されました。

また、地方公共団体等における優先的検討規程（公共施設等の整備・運営の方針を検討

するにあたり、従来型公共事業より PPP/PFI の手法を利用することを優先的に検討す

るための仕組み）の策定、地域プラットフォームを通じた案件形成の推進その他の

PPP/PFI 推進のための具体的施策を担当府省と期限を明示しつつ定めています。 

重点分野のコンセッション事業に関しては、例えば、本年 5 月だけでも、国土交通省

と北海道が北海道 7 空港の一括民営化に向けた協議を開始し（5 月 18 日）、静岡県が富

士山静岡空港のコンセッションに関するマーケットサウンディングを開始し（5 月 19

日）、また、浜松市が公共下水道終末処理場（西遠処理区）のコンセッションに関する

募集要項等を公表する（5 月 31 日）等、具体的な案件への取組みが増えつつあり、今

後の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

6. 労働法：定年後再雇用後の労働条件に関する裁判例 
 

定年後再雇用された社員が、自分が受領している賃金は正社員の受領している賃金と

比べて不合理に低額であり、労働契約法 20 条に違反していると主張していた裁判の判

決が、平成 28 年 5 月 13 日付で東京地方裁判所より出されました。結論としては、原

告（社員）側の主張が認められ、裁判所は正社員に適用される就業規則（賃金規程）に

基づいた賃金の支払いを会社側に命じました。 

労働契約法 20 条は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が不

合理なものであることを禁止するものです。本件訴訟においては、被告会社に勤務して

いた社員が、60 歳の定年を迎えた後、嘱託社員として再雇用されていたところ、定年

前と職務の内容や、当該職務の内容や配置の変更の範囲が同一であるにもかかわらず、

賃金が正社員であった時代に比べて 75％程度となることは、労働契約法 20 条の「不合

理」な相違であり、かかる賃金の条件は無効であると主張されました。 

裁判所は、労働契約法 20 条が有期雇用契約社員と無期雇用契約社員との間の労働条

件の相違につき、不合理といえるか否かを判断する要素として、①職務の内容、②当該

職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情があり、これら一切を総合的に考慮

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

  sshhiiggeekkii..ookkaattaannii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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するものとしつつも、同条の条文上、(ⅰ) ①と②は明示されていること、(ⅱ) いわゆ

るパートタイム労働法 9 条では、①と②が正社員と同一である場合のパートタイマーの

労働条件は、正社員のものと比べて差別的であってはならないとしていることに照らす

と、有期契約社員の場合にも、①と②が正社員と同一である場合には、有期契約労働者

と無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、これを

正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れないとしました。 

本裁判例は、（東京）地裁が出したものではありますが、専門部である労働部の合議

体において出された判決であること、また、広く報道がされたものであることに鑑みま

すと、今後定年後再雇用する社員について、特に従前の職務とあまり内容が変わらない

業務に就かせる場合には、必ず配慮しなければならない事例であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

7. 会社法：リストリクテッド・ストックに関する最新動向（会社法） 
 

2016 年 4 月 28 日、経済産業省が「『攻めの経営』を促す役員報酬～新たな株式報酬

（いわゆる『リストリクテッド・ストック』）の導入等の手引き～」を公表しました。 

このリストリクテッド・ストックとは、役員又は従業員等に対し、中長期的な企業価

値向上に向けた適切なインセンティブ付けを行うため、役務提供の対価として付与され

る株式であって、契約等により一定期間の譲渡制限や勤務条件又は業績条件が達成され

ない場合の没収等が定められているものをいい、例えば、監査役会設置会社においては、

以下のような会社法上の手続を経て導入されることが想定されています。 

① 株主総会において取締役全体に対する報酬総額を決議 

② 取締役会において取締役個人に対する金銭報酬債権の付与を決議 

③ 取締役会において株式の第三者割当（新株の発行又は自己株式の処分）を決議 

④ 会社と各取締役との間で譲渡制限付株式に関する契約（割当契約）を締結 

⑤ 払込期日において、各取締役による上記②の金銭報酬債権の現物出資と引換えに、

各取締役に株式を交付 

 

かかるリストリクテッド・ストックは、役員等に対して直接株式を付与できる点にお

いて、これまで利用されてきたストック・オプションよりも直截であり、今後の利用拡

大が期待されるところです。 

なお、リストリクテッド・ストックの税務面における最新動向については、本レター

の 8 頁をご参照ください。 
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8. 一般民事：仮想通貨法の成立 
 

近年、IT の進展等を背景にして、インターネットを通じて電子的に取引される、いわ

ゆる仮想通貨が登場しています。仮想通貨は、2013 年のキプロスの金融危機により銀

行の預金引出しが制限される事態に際し、投資家がビットコインを大量に購入してその

価値が急上昇したことをきっかけとして国際的な注目を集めるようになりました。2014

年には、当時世界最大規模の交換所であったマウントゴックス社が破たんする事態も日

本で発生しました。仮想通貨には様々な種類があり、ビットコインが代表的なものです

が、現在確認されている仮想通貨の種類は 600 以上といわれています。仮想通貨に関す

るサービスとその成立を基礎づけるブロックチェーン技術には大変な注目が集まって

おり、日本国内においても、仮想通貨の交換所（仮想通貨と法定通貨を売買、交換する

所）や取引所（仮想通貨の売り手と買い手をマッチングする所）、仮想通貨により決済

のできる店舗等が現れています。 

仮想通貨は、国家や中央銀行の規制を受けず、国境を越えて不特定の者に受け入れら

れている電磁的な記録であり、法定通貨とも、発行者が存在する電子マネーとも異なり

ます。仮想通貨は、その移転が迅速かつ容易であり、匿名での利用が可能であるという

特徴があります。これらは仮想通貨の利点でもあるのですが、他方で、国際的にマネー・

ローンダリング等に悪用されるリスクも指摘されています。 

このため、2015 年 6 月には、G7 エルマウ・サミットやこれに続く FATF ガイダンス

において、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所への規制（登録・免許制、顧客の本人

確認の義務付け、マネロン・テロ資金供与規制）を課すべきとの内容が公表され、G7

各国で規制導入が急務となりました。 

日本でも、2015 年 7 月以降、金融庁の下で、マネロン・テロ資金供与規制に加え、

利用者保護の観点からの制度的な枠組みの検討も開始されました。 

こうして、2016 年 5 月 25 日、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀

行法等の一部を改正する法律が成立し、仮想通貨と法定通貨の交換所や取引所に登録制

を導入するとともに、顧客の取引時確認を義務付ける等の規定が整備されました。これ

らの仮想通貨に関する法制は、今後 1 年以内に施行される予定です。 

いわば仮想通貨法ともいうべき法律が成立されたことによって、これまで必ずしも位

置づけが明確ではなかった仮想通貨の取扱いが明確になったといえます。今後、日本に

おいても仮想通貨の普及が進むことや仮想通貨やブロックチェーン技術を活用した
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様々なビジネスの可能性が広がること等が期待されます。 

 

 

 

 

 

9. M&A：株式買取請求の撤回の効果に関して判示した裁判例 
 

2016 年 1 月 28 日、東京地裁は、株式交換により完全子会社となる会社の株主が、株

式交換に反対して株式買取請求を行ったものの、効力発生日から 30 日以内に株式の価

格の協議が調わず、かつ、60 日以内に価格決定の申立てがなされなかったために、か

かる株式買取請求を撤回した上で（会社法 786 条 3 項）、①完全親会社となった会社の

株式の引渡し等を請求し、また、②予備的に完全子会社の株主の地位にあることの確認

等を求めた事案において、以下のとおり株式買取請求の撤回の効果について判示しまし

た。 

すなわち、株式交換の効力発生日後に株式買取請求が撤回された場合には、完全子会

社には原状回復義務として完全子会社の株式を返還する義務が生ずるものの、効力発生

日には株式買取請求に係る株式も含めて完全親会社が完全子会社の株式をすべて取得

している状態となっていることから、当該原状回復義務は履行不能となっており、結局、

完全子会社は、株式買取請求に係る株式の代金相当額の金銭の返還義務を負うことにな

るとして、完全親会社又は完全子会社の株主の地位にあることを前提とした原告株主ら

の請求を退けました。 

上記判決は、株式買取請求の撤回の効果に関して、撤回によっても株式交換前又は後

の株式の引渡しを受けることはできず、撤回前と同様に金銭を受け取る権利を有するに

とどまる旨を判示した裁判例として参考になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー：米国証券取引委員会が、

Non-GAAP 指標の利用に

関するガイダンスを改訂 
  

2016 年 5 月 17 日、米国証券取引委員会（「SEC」）、Non-GAAP 指標の利用に関する

ガイダンスを改訂しました（「本改訂」）。 
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Non-GAAP 指標とは、米国会計基準に従い作成された財務諸表以外の財務指標を指し

ます。SEC は、これまでも、財務報告に関する開示書類において Non-GAAP 指標を用

いる企業が増加していること（特に、非 GAAP 指標を用いた数値が GAAP 指標を用い

た場合の数値と大きく異なるケース）に懸念を示していましたが、本改訂は、Non-GAAP

指標の適切な利用を促す目的でなされたものと考えられます。 

本改訂により、①Non-GAAP 指標を用いた、ミスリーディングとなりうる開示事例や、

②Non-GAAP 指標の数値が GAAP 指標の数値よりも目立つこととなりうる開示事例が

新たに示されました。例えば①については、事業運営に必要な通常の販売管理費用を除

外した業績を開示することや、変更の理由の開示なく、過去の開示とは異なる

Non-GAAP 指標を用いた開示を行うこと等が例として挙げられています。また、②につ

いては、比較可能な GAAP 指標に先行して Non-GAAP 指標を開示することや、

Non-GAAP 指標を太字等で目立たせて開示すること等が例として挙げられています。そ

のほか、本改訂により、EBIT 又は EBITDA を指標として用いる場合は、GAAP に基づ

く事業報告書に記載されている純利益（「net income」）と調整を行うべきであり、かつ、

その 1 株あたりの数値を記載してはならないことも示されました。 

Non-GAAP 指標は、投資者にとって有用な情報を提供する手段となりうる一方で、会

社が任意で定義することができ、また独立監査人による監査の対象ともならないことか

ら、開示の内容や文脈によってはミスリーディングな情報提供にもなり得ます。日本で

も近年 Non-GAAP 指標の開示が増加傾向にあり、本改訂は、日本における国内外の投

資者に向けた開示実務へも一定の影響があると思われます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

11. 税務：譲渡制限付株式制度の最新動向（税務） 
 

平成 28 年度税制改正により、譲渡制限付株式（いわゆるリストリクテッド・ストッ

ク）による給与の制度が導入されました。 

役員等に対し譲渡制限付株式（①一定期間の譲渡制限が設けられている株式であるこ

と、及び、②法人により無償取得（没収）される事由（無償取得事由）として勤務条件

又は業績条件が達成されないことが定められている株式）のうち、役務提供の対価とし

て役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等である等の要件を満たす特

定譲渡制限付株式が交付された場合、交付を受けた役員等における課税時期は、譲渡制

限期間中はその株式の処分ができないこと等に鑑み、その株式の交付日ではなく、譲渡

制限解除日とされることとなりました（所得税法施行令 84 条 1 項）。 
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また、法人が支給する役員報酬については、①定期同額給与、②事前確定届出給与及

び③利益連動給与のいずれかに該当しなければ損金算入が認められないところ（法人税

法 34 条 1 項）、役員給与として交付される特定譲渡制限付株式について、その役員の職

務執行期間（すなわち将来の役務提供）に係る報酬債権の額（支給額）が確定し、所定

の時期までにその役員によるその報酬債権の現物出資と引換えに当該特定譲渡制限付

株式が交付される場合には、譲渡制限解除日の属する事業年度において事前確定届出給

与として損金算入が可能となります。さらに、株主総会等の決議等のスケジュールにつ

き、一定の要件を満たす特定譲渡制限付株式については、事前確定届出給与に該当する

ための事前の届出も不要となります。 

現在、既に少なくとも 3 社が譲渡制限付株式による役員向け法修正後の導入を公表し

ており、今後ますますの導入が期待されます。 

 

＜経済産業省 「攻めの経営」を促す役員報酬～新たな株式報酬（いわゆる「リスト

リクテッド・ストック」）の導入等の手引～＞ 

hhttttpp::////wwwwww..mmeettii..ggoo..jjpp//pprreessss//22001166//0044//2200116600442288000099//2200116600442288000099..hhttmmll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア：インドネシアのネガティブリスト改正 
 

インドネシアでは、従来、大統領令 2014 年第 39 号に付属するネガティブリスト

（「2014 年ネガティブリスト」）において、外国・内国投資が禁止又は制限されている

事業分野及びその内容が定められていました。この度、新たな大統領令 2016 年第 44

号及びそれに付属する新たなネガティブリスト（「2016 年ネガティブリスト」）が 2016

年 5 月 18 日に施行され、同月 23 日に公表されました。外資規制に関して、2014 年ネ

ガティブリストからの主要な変更点は以下のとおりです。 

 

事業分野 2014 年ネガティブリスト 2016年ネガティブリスト 

外資規制が撤廃された事業分野 

生産と関連のあるディストリ

ビューター業 

33%（外資参入が認められ

る割合。払込資本金額ベー

100% 
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ス。以下同じ。） 

冷蔵保管業 33%又は 67%（地域による） 100% 

レストラン業 51%（地方法令等と矛盾し

ない限度） 

100% 

バー、カフェ業 49%（地方法令等と矛盾し

ない限度）又は 51%（ロー

カル中小企業との協業を行

う場合） 

100% 

外資規制が緩和された事業分野 

デパートメントストア事業

（400m2から2,000m2の販売面

積を有するもの） 

外国投資禁止 67%（但し、商業大臣か

らの特別許可が必要

（モールに入っているこ

と等が条件）） 

生産と関連のないディストリ

ビューター業 

33% 67% 

倉庫業 33% 67% 

フレイトフォワーダー業 49% 67% 

 

2016 年ネガティブリストにおいては、ディストリビューター業における「生産と

の関連性」の意義や上場会社へのネガティブリストの適用の有無等、必ずしも解釈が

現時点では明確でない点がありますので、今後、実務レベルでの解釈の明確化が望ま

れます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13. 新興国（メキシコ）：単独株主による会社設立を可能にする会社制

度の導入 
 

これまでメキシコでは、会社設立のために 2 名以上の株主が必要とされてきましたが、

2016 年の会社法改正により、新たな会社形態として SAS（簡易株式会社。Sociedad por 

Acciones Simplificada）が導入され、単独株主による会社の設立が可能となりました。

本改正は 2016 年 9 月に施行される予定です。 
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SAS は、単独株主による設立が可能であるほか、経済省の提供するシステムを通じて、

電子申請により設立することが可能であること等から、日本企業がメキシコに進出する

際のビークルとしての選択肢となりうるものです。 

もっとも、SAS には、①年間の売上が 500 万ペソ（経済省により毎年更新されます。）

を超えてはならず、これを超過した場合には他の会社形態への転換が要求されること、

②取締役は 1 名に限られ、株主でなければならないこと、③株主は自然人でなければな

らず、他の会社について株主として支配権を有する者であってはならないこと、④定款

は経済省が電子的に提供する一定のフォーマットを利用しなければならず、特別の合意

は規定できないこと、⑤取締役は SAS の年次会計報告を開示する義務を負い、2 年間

連続でこれを怠った場合にはSASの解散事由となること等の要件も存在するため、SAS

の利用動向については今後留意する必要があります。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

 セミナー  『電力小売ビジネスを円滑に実施していくための契約・実務上のポイ 

ント～豊富な相談事例に基づく詳細な解説～』 

開催日時  2016 年 6 月 8 日（水）13:30～16:30 

講師    市村 拓斗 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『グローバル経営支援セミナー インドネシア編』 

開催日時   2016 年 6 月 8 日（水）13:00～16:00 （福岡会場） 

2016 年 6 月 9 日（木）13:00～16:00 （名古屋会場） 

2016 年 6 月 10 日（金）13:00～16:00 （東京会場） 

講師    信國 篤慶、塙 晋（福岡会場） 

小島 義博、塙 晋（名古屋会場） 

梅津 英明、塙 晋（東京会場） 

主催    三菱東京 UFJ 銀行/インドネシア投資調整庁/東洋経済新報社（共催） 

 

 セミナー  『不当表示に課徴金！増大する企業の表示リスクに対処する！ ～景 

表法を使いこなす！〈クイズ〉付き～』 

開催日時  2016 年 6 月 10 日（金）14:00～17:00   
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講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『仮想通貨とブロックチェーンビジネスの最先端～FinTech の真打ち、 

ブロックチェーンの応用～』 

開催日時  2016 年 6 月 15 日（水）13:30～16:30    

講師    増島 雅和 

主催    シグマベイスキャピタル株式会社  

 

 セミナー  『ガス小売全面自由化への最新動向と留意点～電気事業制度との類似 

点・相違点を踏まえた解説～』 

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

講師    市村 拓斗 

主催    FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  中央大学学術講演会『FinTech（フィンテック）とは何か－暮らしを 

変える金融技術の最前線－』 

開催日時  2016 年 6 月 18 日（土）13:30～15:00（秋田会場） 

      2016 年 6 月 25 日（土）16:00～17:30（名古屋会場） 

講師    野村 修也 

主催    中央大学学員会秋田県支部/名古屋支部 

 

 セミナー  『流通・取引慣行ガイドライン改正動向を踏まえた契約・取引の場面 

における『独占禁止法』の考え方と実務的対応のポイント』 

開催日時  2016 年 6 月 22 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  『ガス小売全面自由化の全体像・抑えておくべきポイント』 

開催日時  2016 年 6 月 30 日（木）14:00～17:00      

講師    市村 拓斗 

主催    日経エコロジー 

 

 セミナー  『改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点』 

開催日時  2016 年 7 月 1 日（金）9:30～12:30  

講師    白根 央 

主催    株式会社セミナーインフォ 
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 セミナー  『海外プロジェクトファイナンスの仕組みと契約実務～海外発電案件、 

鉱物資源案件を中心に～』 

開催日時  2016 年 7 月 1 日（金）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  『RING の会 オープンセミナー 「保険代理店進化論ー大検証！保険 

業界の"産業革命"はどのようにして起こるのか？」』 

開催日時  2016 年 7 月 2 日（土）10:10～11:40      

講師    増島 雅和 

主催    一般社団法人 RING の会 

 

 セミナー  『CRIC 著作権ビジネス講座「プラットフォームをめぐるコンテンツ 

ビジネスの著作権問題を考える」－SNS、動画配信サービスを中心に－』 

開催日時  2016 年 7 月 4 日（月）13:00～14:50      

講師    池村 聡 

主催    公益財団法人著作権情報センター 

 

 セミナー  『ドローン･ビジネスの進展と法規制』 

開催日時  2016 年 7 月 5 日（火）13:30～16:30      

講師    戸嶋 浩二、林 浩美 

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・会社法実務問題シリーズ/7 会社議事録の作り方（第 2 版） 

－株主総会・取締役会・監査役会・委員会』（2016 年 5 月刊） 

出版社   中央経済社 

著者   松井 秀樹 

 

 本   『ミャンマー法務最前線 ―理論と実務』（2016 年 5 月刊） 

出版社   商事法務 

著者   武川 丈士、眞鍋 佳奈、井上 淳（共著） 

 

 本   『銀行のグループ経営-そのビジネスと法規制のすべて』（2016 年 5 

月刊） 

出版社   きんざい 

著者   江平 享（編著）、加賀美 有人、篠原 孝典、白根 央、太子堂 厚子、 

冨永 喜太郎（著） 



 
 

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. 

 
 

 本   『中小企業の事業性評価と新規融資のタネ』（2016 年 5 月刊） 

出版社   きんざい 

著者   江平 享（監修） 

 

 論文   「TOPIX100 構成銘柄企業のコーポレートガバナンス・コード対応の 

傾向ーガバナンス報告書の開示事項を中心にー」 

掲載誌   旬刊商事法務 2100 号 

著者     澤口 実、白井 俊太郎、中尾 匡利、飯島 隆博   

 

 論文   「<座談会>コーポレート・ガバナンスの潮流と上場企業の課題〔上〕・   

〔下〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2100〔上〕No. 2101〔下〕 

著者     澤口 実 

 

 論文   「自動走行車（自動運転）の実現に向けた法制度の現状と課題（上）・ 

（下）」 

掲載誌   NBL No.1073（上）No.1074（下） 

著者   戸嶋 浩二 

 

 論文   「知財本部「次世代知財システム検討委員会報告書」の概要」 

掲載誌   NBL 1074 号 

著者   増田 雅史 

 

 論文   「国際裁判管轄（2）―義務履行地管轄・支店所在地管轄・doing  

business 管轄」 

掲載誌   ジュリスト 1494 号 

著者   関戸 麦 

 

 論文   「営業秘密の侵害」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」ジュリスト増刊 

著者   田中 浩之 

 

 論文   「マネー・ローンダリング，テロ資金授受，OFAC 規制」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」ジュリスト増刊 

著者   江平 享、藤田 知也    

 

 論文   「買収防衛と刑罰」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」ジュリスト増刊 
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著者   松下 憲 

 

 論文   「インサイダー取引におけるバスケット条項」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」ジュリスト増刊 

著者   戸嶋 浩二 

 

 論文   「総資産の 1％基準の呪縛」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1491 

著者        松井 秀樹 

 

 論文   「相談室 Q&A 会社法務 120 年ぶりの商法（運送・海商法）改正の 

影響は？」 

掲載誌   企業会計 Vol.68 No.6 

著者        峯岸 健太郎 

 

 論文   「企業におけるマイナンバー制度への対応業務」 

掲載誌   月刊監査役 No. 654 

著者   北山 昇 

 

 論文   「消費者向けビジネスにおける継続的契約の解消」 

掲載誌   Business Law Journal 2016 年 7 月号 

著者   池田 毅、松田 知丈 

 

 論文   「ざっくりさくっと著作権 第 2 回著作物って何？」 

掲載誌   月刊コピライト No.661 Vol.56 

著者   池村 聡 

 

 論文   「改正景品表示法の課徴金制度―概要と展望―」 

掲載誌   ウェブ版「国民生活」 No. 46 

著者   松田 知丈 

 

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

 Financial Times 紙による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Report 2016 におい

て複数の部門で高い評価を得ました 

Financial Times 紙は、2016 年 6 月 2 日に、3 年目となる FTAsia-Pacific Innovative 

Lawyers Report 2016 を発表し、当事務所は、FT Law 25 list of Asia-Pacific 

Headquartered Law Firms で日本の事務所としては最上位の 10 位に選ばれました。

昨年に引き続き過去 2 年連続ランクインとなり、これは日本の法律事務所としては
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唯一となります。また、Corporate & Commercial の分野においては、2 位（日本郵

政グループ 3 社によるグローバル IPO 案件）にランクインし、Finance 分野におい

ても高い評価を得ました。なお、Innovative individuals においては、当事務所の鈴

木 克昌が Top 10 の Shortlisted に選ばれ、これは日本の法律事務所として初の快挙

となります。 

世界で極めて定評のある経済紙として知られる Financial Times 紙による Financial 

Times Asia-Pacific Innovative Lawyers Report は、2016 年で 3 年目を迎えるランキ

ングです。ヨーロッパおよび北米では法分野における長年の有力なランキングであ

り、アジア太平洋でも信頼されるランキングとして確立しつつあります。詳細は

Financial Times のウェブサイトをご参照下さい。 

 

 Financial Times 紙による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Report 2016 におい

て当事務所が関与した案件に関する記事が掲載されました 

Financial Times 紙による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Report 2016 におい

て、当事務所が関与した日本郵政グループ 3 社によるグローバル IPO 案件に関する

記事が掲載されました。詳細は Financial Times のウェブサイトをご参照下さい。 

 

 ALB IP Rankings 2016 において高い評価を得ました 

Asia Legal Business（ALB）2016 年 5 月号の IP Rankings 2016 において、当事務

所は Japan Domestic の Patents 部門及び Trademarks/Copyright 部門において高い

評価（Tier 1）を得ました。 

 

（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 


