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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 8 月号（第 32 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：「特許行政年次報告書 2016 年版」の公表 
 

特許庁は、「特許行政年次報告書 2016 年版」を 2016 年 6 月 30 日に公表しました。

同報告書では、特許庁が所管する知的財産権について、2015 年までの様々な統計デー

タが紹介されています。 

2015 年は、特許の出願件数は近年の減少傾向が依然として続いていますが、特許登

録率は上昇傾向にあります。また、日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づ

く国際特許出願（PCT 国際出願）は増加傾向が続いています。各企業において、国内

で多数の出願をするよりも、有益な特許に絞って国際的な保護を図ろうとする戦略を採

用しているという傾向が窺われます。 

特許審査の平均ファーストアクション期間（審査請求から審査官による審査結果の

初の通知が出願人等へ発送されるまでの期間）は、2013 年は 14.1 ヶ月、2014 年は 9.6 ヶ

月であったところ、2015 年は 9.5 ヶ月となり、近時大幅に審査のスピードアップが図
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られています。 

特許無効審判の請求件数については、2015 年もここ数年間の平均的な件数（特許は

200～250 件程度）に沿ったものとなりました。特許無効審判の審判部 終処分件数に

ついては、2015 年は、請求成立（一部成立を含む）件数が 39 件、請求不成立（却下を

含む）は 142 件、取下げ・放棄が 34 件となっており、特許無効審判の請求成立率は約

2 割程度と、2014 年と同程度になり、ここ数年の低水準の傾向が継続しています。た

とえば、2006 年から 2010 年頃は 5 割から 6 割程度の請求成立率だったことと比べる

と、近時は、特許庁は特許を無効とすることに慎重な姿勢を示していると言えます。 

 

＜参考資料＞ 

「特許行政年次報告書 2016 年版」 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：課徴金制度の在り方に関する論点整理のパブリッ

クコメント 
 

2016 年 7 月 13 日、公取委は、課徴金制度の在り方に関する論点整理（「論点整理」）

を公表し、パブリックコメントに付しました。 

その主たる論点は、いわゆる裁量型課徴金制度の導入を見据えた制度設計に関わるも

のです。これは、2014 年 12 月に出された内閣府の独占禁止法審査手続についての懇談

会報告書において、公取委の審査手続における事業者の防御権を強化していくことの検

討と併せて、事業者が公取委の調査に協力するインセンティブを導入する裁量型課徴金

制度等の仕組みの導入についても検討を進めるのが適当との指摘がなされたことを受

けて検討が進められてきたことを反映したものであり、2016 年 2 月以降公取委が開催

してきた研究会の中間報告と位置づけられるものです。 

論点整理の具体的な内容としては、現行の課徴金制度の問題点として①算定方式が硬

直的で事案に即して適正な課徴金の額を柔軟に算定・賦課できない、②事業者が当局の

調査に協力するインセンティブを確保する仕組みが欠けている、③諸外国で採用されて

いる制裁金等の制度との整合性が欠けているという 3 点を挙げた上で、諸外国の法制度

も参考にしつつ日本の独禁法の課徴金制度を見直すとの観点で各論的な論点を検討し

ています。 
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各論としては、主として不当な取引制限（カルテル等）の事案を想定して多岐にわた

る論点が検討されています。その中で実務的なインパクトが大きいと思われる点として

は、課徴金の算定基礎の売上額の範囲（事案に応じた公取委の裁量による柔軟な認定を

認めるか等）、売上額の算定期間（年数等）、算定率（基本的な算定率の水準や、業種別

や中小企業向けの軽減算定率の存廃等）、公取委調査への協力のインセンティブを高め

る制度（調査協力度合いに基づく課徴金額の加減算をどのように行うか等）、調査協力

による課徴金減算と課徴金減免制度との関係、新制度に見合った手続保障（事前手続き

や、弁護士依頼者間秘匿特権、供述聴取における弁護士立会い等の防御権）等がありま

す。 

仮にこれらの方向で法改正が行われた場合、①国際的な市場分割等、売上高の有無等

に基づく形式的な論点により従来は課徴金を課すことに困難があった事案に対する公

取委による柔軟な課徴金賦課が可能になるものと考えられ、②算定期間や算定率等の改

正の内容によっては課徴金の金額規模が大きくなる可能性もあります。また、③調査協

力の度合いを含め、課徴金額の算定にあたって公取委の裁量が作用する部分が生ずるた

め、調査対象の事業者にとっては公取委の調査への対応によって命じられる課徴金の規

模に相当程度の差異を生むことになる可能性があるとともに、④当事会社に保障される

手続き的な権利が強化される可能性も期待されるところです。 

今回のパブリックコメントによる意見募集は 2016年 8月 31日が期限とされており、

公取委は、そこで寄せられた意見を踏まえて制度設計の方針等、詳細な検討を行ってい

くものとしています。提出された意見やそれを踏まえた具体的な制度設計や法改正に向

けた検討については、今後研究会の議事録等を通じて公表されるものと見られ、今後の

動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

4. エネルギー・インフラ：再エネ特措法施行規則の一部を改正する省

令の公布等 

 

7 月 29 日、経済産業省は、「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

る特別措置法施行規則の一部を改正する省令」（「改正省令」）及び「調達価格及び調達

期間を定める告示の一部を改正する告示」（「改正告示」）を公布し、併せてパブリック

コメントの募集結果を公表しました。 

パブリックコメント募集時からの変更点として、改正省令及び改正告示では、①バイ

オマス発電に関する認定基準及び②新認定制度への移行に係る経過措置（みなし認定）

弁弁護護士士  宇宇都都宮宮  秀秀樹樹  
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の適用対象の 2 点が挙げられるほか、太陽光発電に係る「運転開始期限」については、

電力会社事由その他理由のいかんを問わず、例外は一切設けられないことが明らかにさ

れた点につき、注意が必要です。 

また、改正省令及び改正告示では、認定申請時に提出が必要となる「再生可能エネル

ギー発電事業計画」の様式や、特定契約の締結拒否事由の詳細等も明らかとされていま

す。 

なお、今後の調達価格等算定委員会での議論やガイドラインの作成等を通じて明らか

となる事項が数多く予定されておりますので、今後の議論の動向についても、引き続き

注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：労働契約法 20 条に関する大阪高裁判決（ハマキョウレッ

クス事件） 
 

本事件は、有期雇用契約の下で勤務する契約社員（一般貨物自動車の運転手）が、正

社員と同一の権利を有する地位にあるとして、労働契約法 20 条に基づき、正社員に対

して支給される賃金との差額、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、通勤手当

等の諸手当、及び、正社員に認められる定期昇給、賞与、退職金の支給を求めた事案で

す。大津地裁彦根支部が平成 27 年 9 月 16 日に出した判決では、通勤手当についての

み、正社員との差額は労働契約法 20 条の「不合理と認められるもの」に該当するとさ

れましたが、その他の賃金や手当等の差異については、労働契約法 20 条の不合理な差

異とは認められませんでした。 

これに対し、契約社員側が控訴し、平成 28 年 7 月 26 日に大阪高裁において判決が

出され、地裁での判断を一部変更して以下の手当に関する正社員と契約社員間の差異に

ついては、労働契約法 20 条にいう「不合理と認められるもの」と判断しました。 

①無事故手当 

 無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼獲得という目

的を有するが、これは正社員・契約社員共通に要請されるものとして、正社員にの

み同手当が支給されることは「不合理と認められるもの」に該当する。 

②作業手当 

 （会社側は、作業手当は基本給の一部として支給されるものであり、かかる差異は

不合理であるとはいえないと主張したが）作業手当が実質上基本給の一部をなして

いる側面があるとしても、給与規程上、特殊業務に携わる者に支給すると明示して

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
 0033--55222233--77776688  
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いる以上、作業手当を基本給の一部と同視することはできない。よって、正社員ド

ライバーに対してのみこれを支給し、契約社員に支給しないという差異は「不合理

と認められるもの」に該当する。 

③給食手当 

 給食手当は、給与規程においてあくまで給食の補助として支給されるものであり、

正社員の職務の内容や当該職務の内容及び変更の範囲とは無関係に支給されるも

のであることから、これが契約社員に支給されない差異は「不合理と認められるも

の」に該当する。 

④通勤手当 

通勤手当は、通勤のために要した交通費の全額又は一部を補てんする性質のもので

あり、本来職務の内容や当該職務の内容及び変更の範囲とは無関係に支給されるも

のであり、正社員と契約社員との間の差異は、「不合理と認められるもの」に該当

する。 

一方、住宅手当については、会社側が主張する「正社員へ住宅費用の補助及び福利厚

生を手厚くすることによって、有能な人材の獲得・定着を図る」という目的に照らし、

契約社員にこれを支給しないことは、「不合理と認められるもの」に当たらないとしま

した。また、「皆勤手当」についても、契約社員については勤務成績は契約更新時の時

間給の見直し（増額）において考慮されることから、正社員に支給する皆勤手当が契約

社員に支給されないことは、「不合理と認められるもの」には当たらないとしました。

また、契約社員側が問題とした、家族手当、賞与等の一時金の支給、定期昇給、退職金

の支給については、労働契約法 20 条の補充的効力を否定することで、正社員と同一の

権利を有する地位にあるとの確認を求めることはできないと判断しました。 

本裁判例は、高裁レベルで労働契約法 20 条に関する論点を取り扱った初めての裁判

例であり、実務上非常に大きな影響があるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：2016 年 10 月 1 日以降の登記申請に必要となる「株主リ

スト」について 
 

2016 年 7 月 21 日、法務省は、「商業登記規則等の一部を改正する省令」（平成 28 年

法務省令 32 号）に基づき、2016 年 10 月 1 日申請分より、登記申請の添付書面として

「株主リスト」が必要となる場合（商業登記規則 61 条 2 項・3 項等）がある旨を公表

しました（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html）。「株主リスト」は、登記事

項につき、株主（種類株主）全員の同意を要する場合、株主総会（種類株主総会）の決

弁弁護護士士  高高谷谷  知知佐佐子子  
  0033--55222233--77771177  
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議を要する場合及び株主総会決議を省略する場合（書面決議、会社法 319 条 1 項）に必

要となります。 

「株主リスト」には、①株主の氏名又は名称、②住所、③株式数（種類及び数）、④

議決権数、⑤議決権数割合を記載する必要があります。記載が必要となる株主（①）の

範囲は、株主全員の同意の場合は株主全員、株主総会決議の場合は、(i) 行使可能な議

決権の数で上位の株主 10 名又は(ii)株主の行使可能な議決権を多い順に加算しその割合

が総株主の議決権の数の3分の 2に達するまでの人数のうちいずれか少ない人数の株主

です。 

株主リストの添付は、上場・非上場を問わずすべての株式会社に求められるため、留

意が必要です。 

 
 

 

 

 

 

 

7. 一般民事：民法（相続関係）等の改正に関する中間試案 
 

法務省の「法制審議会民法（相続関係）部会」において、高齢化社会の進展や家族の

在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢を踏まえ、相続法制の見直しが検討されて

きましたが、2016 年 6 月 21 日、「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」（「中

間試案」）として取りまとめられました。 

中間試案では 5 つの項目について試案が示されています。第 1 に、配偶者の居住権を

保護するための方策（配偶者に被相続人所有の居住建物の使用を認める短期居住権及び

長期居住権の新設）、第 2 に、遺産分割に関する見直し（配偶者の相続分の見直し、そ

の他）、第 3 に、遺言制度に関する見直し（自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設

等）、第 4 に、遺留分制度に関する見直し（遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見

直し等）、第 5 に、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策（被相続人の財産の維

持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の者に相続人への金銭請求権の付与）

です（詳細は、法務省のウェブサイト http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html

からご覧ください。）。 

民法改正のうち相続関係の改正は、債権関係の改正に比べ、企業法務に与える影響は

小さいとはいえ、債権者や株主に相続が生じた場合の取扱いに影響する等、企業法務に

も一定の影響がありますから、今後の改正動向については留意が必要です。 
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8. M&A：二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する 高裁

決定 
 

2016 年 7 月 1日、 高裁第一小法廷は、当時 JASDAQ 上場企業であった株式会社ジュ

ピターテレコム（「JCOM」）に対する公開買付けと全部取得条項付種類株式を用いた二

段階取引による非公開化取引において、JCOM の株主が取得価格の決定の申立て（会社

法 172 条）を行った事案について、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の決定を

しました。なお、当事務所は、公開買付けの検討段階から JCOM 側で本件に関与して

おり、価格決定の裁判手続においても JCOM の代理人を務めておりました。 

当該事案は、二当事者で併せて総議決権の 70%以上を保有する JCOM の多数株主が

行った非公開化取引であったところ、 高裁は、多数株主又は JCOM と少数株主との

間に利益相反関係が存在する場合であっても、独立した第三者委員会や専門家の意見を

聴く等多数株主又は JCOM と少数株主との間の利益相反関係の存在により意思決定過

程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ、また、公開買付けに応募しな

かった株主の保有する株式も公開買付価格と同額で取得する旨が明示されている等一

般に公正と認められる手続きにより公開買付けが行われて、その後に公開買付価格と同

額で全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合には、これらの取引の基礎となった

事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り、取得価格は公

開買付価格と同額とするのが相当であるとし、手続きの公正性が認められる本件では、

公開買付価格と同額の価格が「公正な価格」であると判断しました。 

さらに、 高裁は、株式市況の変動を考慮することについても、意思決定過程の恣意

性が排除され、一般に公正と認められる手続きが採られたのであれば、公開買付価格は

多数株主又は JCOM と少数株主との間の利害が適切に調整された結果が反映されたも

のであり、取得日までに生ずべき市場の一般的な価格変動についても織り込んだ上で定

められているということができるとして、原則として、市場全体の株価の動向を踏まえ

た回帰分析による補正後の株価を考慮することは裁判所の合理的な裁量を逸脱するも

のとしました。 

本 高裁決定は、独立当事者間の組織再編取引ではなく、構造的な利益相反関係が存

在する二段階取引の事例における、株式買取請求や価格決定の申立ての「公正な価格」

の判断方法につき、 高裁が実質的な判断を示した初めての決定であり、また、構造的

な利益相反関係が存在しても、意思決定過程の恣意性を排除し、一般に公正と認められ

る手続きを採れば、当事者が定めた価格が尊重されることを明らかにした実務上も重要

な意義を有するものといえます。さらに、公開買付け開始後の株式市況の変動という外

部的要因による株価の補正を明確に否定し、M&A を行う取引当事者の予測可能性を向

上させる判断を示した点においても、実務上重要な意義を有するものといえます。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁が、国際会計基準

（IFRS）に基づく四半期

連結財務諸表の開示例改

訂版を公表 
 

2016 年 7 月 8 日、金融庁は、「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」

の改訂版を公表しました（「本開示例」）。 

昨年 6 月 30 日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」においては、IFRS 適

用企業の実際の開示例や 近の IFRS の改訂も踏まえ、IFRS に基づく財務諸表等を作

成する上で参考となる様式の充実・改訂を行うこととされました。これを受け、2010

年 4 月に公表された「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」が改訂され

たものが、本開示例となります。 

これまでの開示例は、IFRS 任意適用開始時に作成されたものであったため、日本に

おける IFRS に基づく実際の開示を踏まえたものではありませんでしたが、本開示例は、

IFRS の任意適用開始以降、日本において蓄積した IFRS に基づく開示の実務を踏まえ

たものになっています。また、IFRS において明示的に開示を求められていない項目や、

IFRS において明示的に開示を求められている項目であっても多くの企業において重要

性が高くない項目、取引や事象の頻度が高くないと考えられる項目については本開示例

に含めないこととし、企業の開示負担にも配慮がなされています。 

かかる本開示例が公表されたことにより、IFRS に基づく開示実務の円滑化や、IFRS

を任意に適用する企業の更なる拡大の促進が期待されます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10. 税務：「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組

について」の公表 
 

国税庁は、2016 年 6 月 14 日、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向け

た取組の事務実施要領の制定について（事務運営指針）」を定め、2016 年 7 月 1 日以降、

国税局が税務調査を管轄する法人について、確認表により当該法人の税務に関するコー

ポレートガバナンスの状況を確認した上で、税務に関するコーポレートガバナンスの状

況が良好であり、調査結果に大口・悪質な是正事項がなく調査必要度が低いと判断され

る法人については、調査省略対象とする事業年度の申告書審理を行う際に、一般に国税
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当局と見解の相違が生じやすい取引等を自主的に開示し、当局がその適正処理を確認す

ることを条件に、次回調査までの調査間隔を延長することとしました。 

その上で、国税庁は、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組に

ついて」を公表し、大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取り

組み事例として、例えば、「トップマネジメントが遵守の徹底を指示しているコンプラ

イアンスガイドブックに、税務上問題となる取引をケーススタディ形式で掲載し、全社

員に配布」、「選抜された社員に高度な税務研修を実施し、税務精通者を養成」、「申告に

当たってのマニュアルやチェックリストを作成し、グループ会社に対して説明会を実

施」、「特定の取引については税務上検討すべき事項を網羅した『タックスチェックシー

ト』の作成を義務付け、営業部門で税務リスクを把握・認識した場合は経理部署へ相談・

稟議回付する体制を構築」が挙げられています。 

対象法人にとって、上記制度の利用は税務調査への対応の負担軽減や税務リスクの軽

減といったメリットがあります。上記のようなメリットを受けるべく、公表された取り

組み事例も参考にしながら、今後、税務に関するコーポレートガバナンスを向上させる

取り組みを行うことも検討する必要があります。 

 

税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について（調査課所管法人

の皆様へ） 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 中国・アジア：インドにおける株式譲渡に際してのエスクロー口座

利用可能性の拡大 
 

インド準備銀行（Reserve Bank of India）は、2016 年 5 月 20 日、インド国外居住者

による有価証券の譲渡又は発行に関する外国為替管理規制（The Foreign Exchange 

Management （Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India）

Regulations, 2000）を改訂し、株式譲渡に際してエスクロー口座の利用可能性を拡大す

る内容の通達を公表しました。 

従前、インドにおけるエスクロー口座の利用については、インド準備銀行の通達によ

り、エスクロー口座の用途が、株式譲渡に際して買主が 6 ヶ月間の期間を上限にエスク

ロー口座を開設して入金を行い、株式譲渡の決済のために売主の口座に送金するためや、
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株式譲渡の効力が生じなかった場合に買主の口座に返金するため等に限られていまし

た。また、インドの外資規制上、株式譲渡に際して非居住者たる買主が株式譲渡対価の

一部の支払いを留保する取引については、原則として、インド準備銀行の事前承認が必

要とされています（統合版 FDI ポリシー Annexure 3 第 5.1 条(i)(b)）。 

これまでも、インドの会社を買収するに際して株式譲渡契約を締結する場合に、売主

の表明保証違反等に基づく買主の損害賠償請求権を担保したり買収対価を調整したり

するために、エスクロー口座を用いたり譲渡対価を分割払いにして後払い分から差し引

いたりする処理が検討されていました。しかしながら、これらの通達及び規制に基づく

インド準備銀行からの承認を得ることができるかが必ずしも確実とはいえなかったこ

ともあり、かかる処理が頻繁には採用されてこなかったというのが実情でした。 

今回インド準備銀行が公表した通達により、一定の条件の下、インド準備銀行からの

承認を得ずとも株式譲渡対価の後払いを目的としてエスクロー口座を利用できる例外

的場合が認められることとなりました。すなわち、今回の通達により、居住者と非居住

者の間で株式譲渡が行われる場合、譲渡対価の 25%を上限として、また、契約締結日か

ら 18 ヶ月以内であれば、インド準備銀行の承認を得ずとも対価を後払いすることが認

められるようになりました。また、これらの制限を遵守する限り、株式譲渡対価の後払

いを目的としてエスクロー口座を利用することも認められるようになりました。 

今回の通達は、株式譲渡に際してエスクロー口座の利用可能性をより拡大するものと

評価できようかと思われます。 

 

 

 

 

 

 
 

12. 新興国（トルコ）：トルコにおける腐敗防止規制 
 

近年、新興国に拠点をおく日本企業にとって、腐敗（Corruption）の問題は頭を悩ま

す大きな問題となっていますが、トルコも例外ではありません。Transparency 

International が毎年公表している腐敗認識指数においても、トルコの順位は 2013 年に

53 位だったものが 2015 年に 66 位まで順位を下げる等しており、引き続き腐敗問題へ

の対応は重要となっています。 

トルコの腐敗防止規制は、主にトルコ刑法に規定されており、個人が、公務員等に対

して、その職務に関して不正な利益を供与し、又は約束した場合、4 年から 12 年の禁

固刑が科され、法人が行った場合は、1 万トルコリラから 200 万トルコリラの罰金刑や

財産の没収等が科されます。また、同規制においては、①公務員のみではなく、上場企

業等の公開会社や協同組合の役職員等に対する贈賄についても規制対象となっている
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こと、②いわゆるファシリテーション・ペイメント（公務員の機械的な業務に関して行

われる円滑化のための支払い）と呼ばれる支払いであっても贈賄に該当しうるとされて

いること等にも留意が必要です。 

また、トルコにおいては、近時運用面でも活発化の動きが見られ、2016 年 4 月には、

「透明性及び腐敗防止に関するアクションプラン」が公表され、腐敗防止に関する委員

会を設置する等、積極的に腐敗防止規制の整備に取り組む姿勢が見られるところであり、

今後の腐敗防止規制に関する動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 セミナー  『再エネ特措法改正のポイント及び実務に与える影響』 

開催日時  2016 年 8 月 9 日（火）13:30～16:30 

講師    市村 拓斗、山路 諒 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『M&A の表明保証条項・補償条項の近時のトレンド～契約書作成時 

に知っておくべき税務を含む～』 

開催日時  2016 年 8 月 10 日（水）13:30～16:30 

講師    大石 篤史 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『ガス小売全面自由化の 新動向』 

開催日時  2016 年 8 月 23 日（火）14:00～17:00 

講師    市村 拓斗 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『外国投資信託・外国投資法人の法務と実務～ケイマン諸島・ルクセ 

ンブルク籍ファンドを中心として～』 

開催日時  2016 年 8 月 24 日（水）13:30～16:30 

講師    大西 信治 

主催    株式会社セミナーインフォ 
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 セミナー  『第 2 段階電力システム改革におけるネットワークルール改正のポイ 

ント～電力事業の実務やビジネス環境がどのように変わったか～』 

開催日時  2016 年 8 月 25 日（木）13:30～16:30 

講師    木山 二郎、末廣 裕亮 

主催    株式会社 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 前線－（宮崎）』 

開催日時  2016 年 9 月 3 日（土）16:00～17:30 

講師    野村 修也 

主催    中央大学学員会宮崎支部 

 

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

 本   『不動産投資法人（J-リート）設立と上場の手引き〔第 3 版〕』（2016 

年 5 月刊） 

出版社   一般社団法人不動産証券化協会 

著者   藤津 康彦、尾本 太郎、佐伯 優仁（共著） 

 

 本   『詳解 保険業法』（2016 年 7 月刊） 

出版社   一般社団法人金融財政事情研究会 

著者   吉田 和央 

 

 本   『金融商品取引法コンメンタール 1 定義・開示制度』（2016 年 8 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者   峯岸 健太郎 

 

 論文   「インフラファンド市場への上場に係る実務上の留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2105 

著者     佐藤 正謙、尾本 太郎、岡谷 茂樹、佐伯 優仁（共著） 

 

 論文   「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告の概要」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2105 

著者     羽深 宏樹 

 

 論文   「電力システム改革におけるインバランス制度の変更と契約実務ーリ 

スク分担・プロジェクトファイナンスの観点から」 

掲載誌   NBL 1078 号 

著者     末廣 裕亮 
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 論文   「譲渡の意義(2)―財産分与」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選[第 6 版] No.228 

著者     金丸 和弘 

 

 論文   「雑所得と損益通算の可否」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選[第 6 版] No.228 

著者     大石 篤史 

 

 論文   「タックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件 －来料加工（東京地 

判平成 24・7・20）」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選[第 6 版] No.228 

著者     小山 浩 

 

 論文   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選「（特別）背任罪 

の成立が否定された事例」」 

掲載誌   ジュリスト増刊 

著者     奥田 洋一 

 

 論文   「TPP が企業法務に与える影響（2）投資章の概要および ISDS 条項」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.8 

著者     柴田 久、立川 聡 

 

 論文   「新基本法コンメンタール 会社法 2【第 2 版】」 

掲載誌   別冊法学セミナー No.243 

著者     野村 修也 

 

 論文   「企業法務 前線－日本企業のグローバル展開における「ビジネスと 

人権」」 

掲載誌   月刊監査役 No.657 

著者     梅津 英明、井上 諒一 

 

 論文   「米国における逃亡人権利剥奪法理（Fugitive Disentitlement Doctrine） 

に関する考察」 

掲載誌   月刊公正取引 No.789 

著者     渥美 雅之 
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 論文   「第 190 回通常国会で成立した主な法律と実務への影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1451 

著者     北山 昇 

 

 論文   「シンガポール REIT 及びその運用会社に適用される規制枠組の強化」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.31 

著者     佐伯 優仁 

 

 論文   「Recent developments in public-private partnerships in Japan」 

掲載誌   IFLR1000 Energy And Infrastructure Guide 2016 - Asia-Pacific 

著者     佐藤 正謙、岡谷 茂樹（共著） 

 

 論文   「Getting the Deal Through - Pensions & Retirement Plans 2016 –  

Japan」 

掲載誌   Law Business Research Ltd 

著者     荒井 太一、島田 里奈、羽深 宏樹、西岡 研太 

 

 論文   「PLC International Acquisitions Transaction Guide 2016」 

掲載誌   Practical Law Company 

著者     戸嶋 浩二 

 

 論文   「TPP ルールを作る側の視点を活かし国内産業の発展を重視」 

掲載誌   Lawyers Guide（Business Law Journal 付録）2016 年 8 月号 

著者     梅津 英明、柴田 久 

 

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

 Chandler & Thong-ek Law Offices Limited（チャンドラー・アンド・トンエック法

律事務所）の買収及び経営統合に関するお知らせ 

当事務所は 2017 年 1 月をめどに、Mori Hamada & Matsumoto (Thailand) Co., Ltd.

を通じて、タイの大手法律事務所である Chandler & Thong-ek Law Offices Limited

（チャンドラー・アンド・トンエック法律事務所、以下 C&T）を買収し、経営統合

することを決定いたしました。今般の経営統合により、今後は当事務所においてタ

イ法の助言を幅広く行うことも可能となり、日本企業のタイへの進出案件などにお

けるクライアントの皆様のニーズに積極的にこたえていく所存です。 

 

1. 経営統合の目的 

当事務所は、2015 年 4 月にバンコクオフィス（Mori Hamada & Matsumoto 

(Thailand) Co., Ltd.）を開設し、日本人弁護士 4 名、タイ人弁護士 1 名の体制で、
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日系企業を中心にアドバイスを提供してきましたが、タイ市場において更に強固な

基盤を確立するとともに、東南アジアにおける多種多様な法務需要の拡大に幅広く

応えるべく、飛躍的に体制を充実させることといたしました。 

 

2. C&T の概要 

C&T は、1974 年に米国人弁護士 Albert T. Chandler 氏により創設されたタイの法律

事務所です。M&A（合併・買収）やファイナンス、資源・エネルギー開発プロジェ

クトの法的助言に強みを持ち、約 45 名のタイ人弁護士が所属しています。 

 

3. 経営統合後の名称 

経営統合後のバンコクオフィスの事務所名は、Chandler MHM Limitedとなります。 

 

4. 経営統合後の体制 

当事務所のパートナーである河井 聡弁護士が、Chandler MHM Limited の代表に就

任する予定です。河井 聡弁護士は、海外 M&A や国際取引・通商実務において日本

を代表する弁護士の一人です。 

 

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

Who's Who Legal: Japan 2016 において、日本を代表する弁護士として、当事務所

の弁護士 15 名が選ばれました。 

Banking 石黒 徹、佐藤 正謙、松村 祐土 

Capital Markets 石黒 徹、佐藤 正謙、鈴木 克昌 

Competition 内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、池田 毅 

Construction and Real Estate 佐藤 正謙、諏訪 昇、小澤 絵里子、藤津 康彦 

M&A and Governance 内田 晴康、石綿 学、松村 祐土 

Private Funds 竹野 康造、三浦 健 

TMT 小野寺 良文 

 

 The American Lawyer 誌による、2016 Global Legal Award の受賞案件に関与しまし

た 

The American Lawyer 誌による、2016 Global Legal Award が発表になり、当事務所

が売出人及び発行会社側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

が Global Finance Deal of the Year: Equity Capital Markets を受賞しました。受賞案

件の詳細は、The American Lawyer ウェブサイトをご覧下さい。 

 

（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 


