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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 9 月号（第 33 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：英国知財庁が BREXIT の影響につき見解を公表 
 

英国知財庁は、英国の EU 離脱（BREXIT）を支持する 2016 年 6 月 23 日の国民投票

の結果を受け、同年 8 月 2 日に、「IP and BREXIT: The facts」と題して、知的財産法制

に関する見解を公表しました。概要は以下のとおりです。 

 まず、商標権及び意匠権に関しては、欧州共同体商標（EUTM）、登録共同体意匠（RCD）

の将来的な影響について様々な懸念が示されていることを踏まえ、政府として様々なオ

プションを模索し、最善の策が講じられるよう、広くユーザーから意見を求めていくと

しています。また、英国企業は、EU 離脱後も、引き続き欧州共同体商標や登録共同体

意匠の登録を行うことができるとしています。 

 次に、特許権については、欧州特許条約（EPC）に基づき欧州特許庁に特許保護を求
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めることに関しての影響はなく、現存する欧州特許への影響もないとしています。また、

2017 年前半にも制度の運用開始が予定され、その影響が懸念されていた欧州統一特許

裁判所（UPC）については、今後も英国は関係会議に出席する予定であり、直ちに影響

が発生するものではないとしています。 

 最後に、著作権に関しては、関係する国際条約を通じ、英国の著作物は今後も全世界

で保護を受けるとし、BREXIT による影響はないとしています。 

＜参考資料＞ 

英国知財庁「IP and BREXIT: The facts」 

https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：CEMAC が企業結合の届出制度の運用を開始 
 

中部アフリカ経済通貨共同体（CEMAC。加盟国は、カメルーン、チャド、中央アフ

リカ、赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国）が、企業結合の届出制度の運用を開始しま

した。 

届出基準は、①当事者のうち少なくとも2社が域内の市場においてそれぞれ10億CFA

フランを超える売上を有している場合、又は、②当事者が合算で 30%以上の域内市場

シェアを有している場合であり、この基準を満たす企業結合については事前の届出が必

要となります。CEMAC は、届出の日から 2 ヶ月以内に審査の仮決定を、5 ヶ月以内に

最終決定を公表することとされており、CEMAC のクリアランスが得られるまで、企業

結合を実行することは禁じられています。なお、EU における場合と同様に、CEMAC

に対して届出を行い審査が行われる場合には、各加盟国における届出基準も同時に満た

す場合であっても、加盟国それぞれにおける企業結合審査を別個に受ける必要はないと

いうことになっています。 

アフリカでは、国によっては、企業結合審査の制度が制定されていない場合や、競争

法の執行が活発でない場合もありますが、各国の法制度に加え、上記 CEMAC のほか、

東南部アフリカ市場共同体（COMESA）も企業結合規制を行っており、アフリカにお

いて売上を有する企業の企業結合の際には、どの当局に対して届出を行う必要があるか

につき、専門家と十分に協議の上対応することが重要です。 

 

 

 

弁弁護護士士  岡岡田田  淳淳  
  0033--55222200--11882211  

  aattssuusshhii..ookkaaddaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  池池村村  聡聡  
  0033--66226666--88550077  

  ssaattoosshhii..iikkeemmuurraa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

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  竹竹腰腰  沙沙織織  
 0033--66226666--88990033 

  ssaaoorrii..ttaakkeekkoosshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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4. エネルギー・インフラ：地域的連系線の利用ルールに関する中間と

りまとめの公表 

 

2016 年 8 月 12 日、電力広域的運営推進機関及び日本卸電力取引所が共同で設置する

「地域間連系線の利用ルール等に関する勉強会」は、その検討結果に関する中間とりま

とめを公表しました。 

中間とりまとめでは、具体的な導入時期こそ明言されなかったものの、現行の先着優

先ルールを速やかに見直す必要があるとの認識が示され、間接オークション方式を導入

する方向性が明らかにされました。今後、電力広域的運営推進機関に新たに設置された

「地域間連系線利用ルール等に関する検討会」において、既存の連系線利用者に対する

経過措置、連系線の特定負担者の取扱い等、具体的な制度設計案が検討されることとな

ります。 

間接オークション方式が導入されると、卸電力取引市場における約定結果に基づき、

連系線の送電容量が割り付けられることとなり、連系線の送電容量をあらかじめ確保し

ておくということができなくなります。そのため、今後の具体的な制度設計によっては、

既に連系線を利用して他のエリアに電気の供給を行っている事業者や将来これを行う

ことを検討している事業者においては、事業計画・資金計画や、契約（発電事業者・小

売電気事業者間の契約、ファイナンスに関する契約等）の内容にも大きな影響が生じる

可能性があり、同検討会における今後の議論の動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：会社分割に伴う労働契約承継法に関する施行規則・指針の 
改正 

 
厚生労働省は、会社分割に伴う労働契約承継法に関連し最近出されたいくつかの重要

な裁判例を踏まえ、施行規則の一部を改正する省令を制定し、指針についての改正を行

いました（2016 年 9 月 1 日から施行・適用。但し、施行日前に締結・作成された分割

契約・計画については従前の例による。）。 

まず、施行規則 1 条の 2 号として、会社分割により労働契約が承継される労働者につ

いての労働条件は、会社分割の効力発生日以後、「分割会社から承継会社等に包括的に

承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること」と明

記しました。 

弁弁護護士士  小小林林  卓卓泰泰  
 0033--55222233--77776688  

  ttaakkaahhiirroo..kkoobbaayyaasshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  木木山山  二二郎郎  
 0033--66226666--88777788  

  jjiirroo..kkiiyyaammaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  山山路路  諒諒  
 0033--66221133--88112266  

  rryyoo..yyaammaajjii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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また、指針についても、いくつかの改正を行っていますが、実務上留意すべきものと

しては以下のようなものがあります。 

① 分割会社の債務の履行の見込みがない事業とともに労働者を承継する場合、債務

の履行の見込みがない事業に引き続き雇用する場合その他特定の労働者を解雇

する目的で会社制度を濫用した場合等について、「いわゆる法人格否認の法理及

びいわゆる公序良俗違反の法理等の適用があり得る」としています。 

② 会社分割に際して労働契約承継法によらず、各労働者から転籍の合意を得て承継

会社等に労働者を移籍させる場合について、この場合であっても労働契約承継法

2 条 1 項及び 2 項の通知並びに商法等改正法附則 5 条で義務付けられた協議等の

手続きは省略できないことを明らかにし、労働者に対して、承継対象とされてい

る場合には、「労働契約は、分割会社から承継会社に包括的に承継されるため、

その内容である労働条件はそのまま維持されること」を、承継対象とされていな

い労働者には、異議の申出をすることができることを説明すべきとしています。

かつ、異議の申出をした労働者については、仮に転籍合意をしていたとしても、

労働条件を維持したまま承継会社等に承継されることと相反する部分について

は、効力がないものとされるとしています。 

③ 分割対象が「事業」を構成するに至らない権利義務の場合に、承継対象ではない

労働者のうち、当該権利義務の分割が当該労働者の職務の内容等に影響しうるも

のに対しては、労働契約承継法 7 条の理解と協力を得る努力とは別に、職務の内

容等の変更があればその説明を行う等、一定の情報を提供することが望ましいと

しました。 

④ 関連する最高裁判例を踏まえ、商法等改正法附則 5 条で義務付けられた協議が全

く行われなかった場合又は協議が行われた場合であっても著しく不十分である

ため、法が当該協議を求めた趣旨に反することが明らかな場合には、労働者は労

働契約の承継の効力を個別に争うことができるとされていることに留意すべき

とされています。 

 

厚生労働省は、事業譲渡と合併に関しても通達（厚生労働省告示第 318 号）を出し、

事業譲渡により承継する労働者から承諾を得るにあたっては、真意による承諾を得られ

るよう、事業譲渡に関する全体の状況（譲渡会社等及び譲受会社等の債務の履行の見込

みに関する事項を含む）、承継予定労働者が勤務することになる譲受会社等の概要及び

労働条件（業務内容、就業場所、その他の就業形態等を含む）等について十分に説明し、

承諾に向けた協議を行うことが適当であるとしています。また、当該協議は、承継予定

労働者から真意による承諾を得るまでに十分な協議ができるよう、時間的余裕をみて行

うことが適当であるとしています。加えて、承継予定労働者が転籍に同意しなかったこ

とのみを理由とする解雇等は、解雇権の濫用として認められないとしています。合併に

ついては、合併による権利義務の承継はいわゆる包括的承継であり、消滅会社との間の

労働契約は、存続会社等に包括的に承継されるものであって、労働条件についてもその
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まま維持されるものであると明記されています。 

 

上記の施行規則及び指針の改正は、これまで実務上理解されてきたところを再確認す

る内容ではあるものの、今後、こうした施行規則や指針に沿わない手続きによる労働者

の承継について、その効力が争われる根拠となるものであり、一層こうした手続き履践

の重要性が増したといえます。 

 

 

 

 

 

6. 会社法：リストリクテッド・ストック付与時における開示（有価証

券届出書の記載）に関する法改正について 
 

2016 年 8 月 19 日、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）24 条の 5 第 4 項の規

定に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令（開示府令）が改正されました。 

本改正は、株式報酬として所得税法施行令 84 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株

式（いわゆるリストリクテッド・ストック）の割当てをする場合には、役員等に対する

報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与時と同様に、「第三者

割当」の定義から除外し、発行価額の総額が 1 億円以上となった場合に提出が求められ

る有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」である割当予定先の状況等

（各取締役の氏名、住所等）の記載を不要とするものです（開示府令 19 条第 2 項第１

号ヲ(3)の追加）。 

このリストリクテッド・ストックは、役員又は従業員に対し、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

場合の没収事項が定められているものですが、役員等に対して直接株式を付与するため、

従来、開示府令上は第三者割当の一種として付与内容を「第三者割当の場合の特記事項」

に記載しなければなりませんでした。 

リストリクテッド・ストックを導入する企業が既に増加しつつありますが、本年 9 月

1 日以降に開始される株式の付与から適用される本改正により、リストリクテッド・ス

トックの付与時における開示手続きが容易となったことから、今後さらに、リストリク

テッド・ストックの導入が進むことが予想されます。 

 

 
 

 

 

 

弁弁護護士士  高高谷谷  知知佐佐子子  
  0033--55222233--77771177  

  cchhiissaakkoo..ttaakkaayyaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  石石井井  裕裕介介  
  0033--55222233--77773377  

  yyuussuukkee..iisshhiiii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  井井形形  文文佳佳  
  0033--55222200--11880066  

 aayyaakkaa..iiggaattaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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7. 一般民事：グレーゾーン解消制度及び企業実証特例制度の運用状況

について 
 

2014 年 1 月に産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」及び「企業実証

特例制度」の運用が開始されて 2 年半以上が経過しました。「グレーゾーン解消制度」

は、事業者が新規事業に取り組む際に、当該事業が法令の規制の適用対象か照会できる

制度であり、「企業実証特例制度」は、新規事業活動を実施するときにボトルネックと

なる規制がある場合に、事業者からの申請に基づき規制の特例措置を創設する制度です。

特例措置の創設後、事業者は、新事業活動計画の認定を受けて新事業を実施し、その後

に特例措置の一般化が検討される仕組みとなっています。 

「グレーゾーン解消制度」の活用事例を見ると経済産業省が事業所管官庁である事例

が多く、運用開始から 2016 年 6 月までの間に同省の受理した申請件数は合計 78 件（内

回答済み 74 件）です。最近でも、①2016 年 7 月 5 日付でポイントサービスの資金決済

法上の取扱いについて、②同 7 月 29 日付でオンラインクレーンゲームのサービス提供

の風営法上 2 条 1 項 5 号の営業への該当性について、③同 8 月 4 日付で旅行業法上の

旅行の範囲について、それぞれ回答・公表がされています。この他、「グレーゾーン解

消制度」の申請を契機として法令解釈や留意事項を類型化したガイドラインの策定がさ

れたケースもあります（厚生労働省及び経済産業省による 2016 年 3 月 31 日付公表「健

康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」等）。このとおり、「グレーゾー

ン解消制度」の利用は徐々にではあるものの着実に進んでいます。 

他方、「企業実証特例制度」の利用件数は必ずしも多いとはいえず、より一層の活用

が期待される状況です。同制度については、運用開始から 2016 年 6 月までの間に経済

産業省の受理した特例措置の整備に関する申請件数は合計 11 件、新事業活動計画の認

定件数は 18 件にとどまります（申請件数よりも認定件数が多いのは、申請に基づいて

特例措置ができた後は、申請した者でなくとも特例措置に基づく認定を受けることがで

きる仕組みになっているからです。）。 

この両制度は、自ら申請するという活用方法のみならず、両制度に基づいて法令解釈

に関して公表される回答内容を参考にするといった形での利用も可能ですから、各省庁

から公表される両制度の運用状況等をチェックしておくことには意味があります。 
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8. M&A：分割型新設分割に伴って行われる剰余金の配当に対する否

認権の行使を否定した裁判例 
 

2016 年 5 月 26 日、東京地裁は、民事再生手続きが開始されて再生債務者となった会

社が、いわゆる分割型新設分割に伴って行われた、新設会社の株式を配当財産とする剰

余金の配当に関して、再生債務者の監査委員から民事再生法上の否認の請求がなされた

事案について、かかる請求を棄却する旨の判決を下しました。 

会社法上、会社分割における分割対価は分割会社だけが受け取るものとされているも

のの、吸収分割契約又は新設分割計画の定めにより、会社分割の効力発生と同時に、分

割対価として受けた承継会社又は新設会社の株式を、剰余金の配当として株主に交付す

ることができ（会社法 763 条 1 項 12 号ロ）（いわゆる分割型分割）、その場合には債権

者異議手続きを要する代わりに分配可能額の規制は受けないものとされています。 

当該判決では、まず分割型新設分割に伴う剰余金の配当の性質について、新設分割と

全く独立した法律行為と捉えるべきではなく、新設分割自体と密接に関連する法律行為

であって、否認権の行使の可否ついては「会社の組織に関する行為」である会社分割に

準じて検討・判断すべきものとしました。その上で、①新設分割時点からの債権者につ

いては、剰余金の配当を行うことも含めて、新設分割に対して債権者異議申述すること

で自己の利益を確保する機会が与えられていたこと等、②新設分割後の債権者について

は、新設分割後の財産状態を前提として債権を有するに至ったはずであること等から、

いずれの債権者についても、新設分割の法的安定性を害してまで新設分割後に剰余金の

配当に対する否認権の行使を認めることにより保護すべき利益があるとは認められず、

債権者異議手続きにおける事前開示書面の内容に虚偽記載があった等の特段の事情が

ない限り、否認権の行使は認められない旨の判断を示しました。 

当該判決は、会社分割の法的安定性と債権者保護の必要性のバランスについて検討・

考慮した、民事再生法上の否認権行使の可否に関する数少ない裁判例であり、会社分割

に関して民法上の詐害行為取消権が行使される場面においても参考になるものと思わ

れます。 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー①：証券取引等監視委員会が、

開示規制違反に基づく課

徴金事例集を公表 
 

2016 年 8 月 26 日、証券取引等監視委員会は、近時の開示規制違反事例を追加した「金

融商品取引法における課徴金事例集 ～開示規制違反編～」を公表しました（「本事例

集」）。 

近時の傾向としては、開示書類の虚偽記載に関する課徴金納付命令勧告事例のうち、

本則市場の上場会社に対する事例の割合が増加している点が挙げられます（2006 年以

降の当該勧告件数は本則市場 51 件に対して新興市場 49 件であるのに対し、2015 年度

は、6 件のうち 5 件が本則市場の上場会社に対するもの）。これは、証券取引等監視委

員会が、近時、経営環境の変化等に伴う開示規制違反の潜在的リスクに着目した情報収

集・分析等を開始、強化したことにも起因するものと考えられます。 

本事例集では、新興市場の上場会社では会社規模が小さいため、意思決定権限や事務

分担が特定の役職員に集中する傾向があり、また、特定部門における不正が会社全体の

財務に大きな影響を与えやすいことが、違反行為の背景のひとつとして指摘されていま

す。本則市場の上場会社についても、強い権限が特定の役職員に集中していたことや、

大規模な上場会社において、業績回復への圧力から不適正な会計処理が広範に継続され

ていたこと等が背景にある事案もみられます。 

不正会計が顕在化していない企業においても、会計上の利益計上のみを目的とした組

織再編や投資判断が行われる例が実務上まま見られます。会計上の利益は本来事業活動

の結果に過ぎず、特定の目標値を「作りにいく」という発想は不正会計を許容する温床

となることもあります。日本企業の財務報告に対する信頼の回復には、経営陣・組織全

体の意識改革が急務と思われます。 

 

 

 

 

 
 

 

10. ファイナンス・ディスクロージャー②：日証協が、社債権者補佐人

制度に係る社債要項及び

業務委託契約に関する検

討結果を公表 
 

2016 年 8 月 24 日、日本証券業協会は、社債権者補佐人制度の普及・利用促進に向け

て行った社債要項及び業務委託契約の内容等の検討結果を取りまとめ、報告書「社債権

者補佐人制度に係る社債要項及び業務委託契約について」を公表しました（「本報告書」）。 
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社債権者補佐人は、会社法に根拠規定がない新たな制度であり、社債要項及び社債権

者補佐人業務委託契約（「社債要項等」）に基づき設置されるものです。社債権者補佐

人は、すべての社債権者のため、又は個別の社債権者の委託を受けて、社債に係る事務

手続きや債権の保全等に関するサポート等を行うことが想定されていますが、かかる社

債権者補佐人の業務内容のほか、社債権者補佐人の権限及び義務、責任の範囲等は、い

ずれも社債要項等において定められることとなるため、社債要項等にどのような内容の

規定を定めるかは、社債権者補佐人設置債を設計する上で非常に重要と言えます。本報

告書には、社債要項等の具体的な規定例も掲載されており、実際の社債要項等の内容を

検討する上で非常に参考になるものと思われます。 

社債権者補佐人制度は、従来の社債管理者の設置又は不設置という選択肢に、「社債

権者補佐人設置」という新たな選択肢を加えるものである点で大きな意義を有します。

今後、どのような内容の社債権者補佐人設置債が発行されていくか、注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 税務：ワシントン州 LPS が法人税法上の法人に当たるとした裁判

例 
 

2016 年 4 月 27 日、東京地裁は、米国ワシントンの Limited Partnership（「LPS」）が、

日本の法人税法上の「法人」に該当するとの判断を示しました。この事案は、ワシント

ン州 LPS の持分権を取得した納税者（法人）が、当該 LPS が営む不動産賃貸の事業に

おいて賃貸する物件を減価償却資産とし、その償却費を損金の額に算入していたところ、

課税庁が、ワシントン州 LPS は法人税法上の法人に該当することから、償却費も含め

た損益は当該 LPS に帰属し、持分権を有している納税者においてはこれを損金算入で

きないとして更正処分等を行ったため、納税者がこれを争って提訴したというものです。 

外国法上の LPS が、日本の法人税法上の「法人」に該当するかについては、最高裁

が、昨年 7 月 14 日、米国デラウェア州の LPS について、法人税法上の「法人」に該当

するとの判断を示し、また、英国領バミューダ諸島の LPS について、「法人」に該当し

ないとした原審の判断を維持しています。東京地裁は、最高裁の示した判断組み（①当

該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されて

いること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否か、②当該組織

体が権利義務の帰属主体であると認められるか否か）を用いて、ワシントン州法を参照

したうえ、①については、ワシントン州法上、LPS が自然人と同じ能力を付与されたも
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のであることを直接定める規定は見当たらず、日本法上の法人に相当する法的地位を付

与されていることは明らかであるとは言い難いとしたものの、②について、ワシントン

州法上、LPS は自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が LPS

に帰属するということができるため、権利義務の帰属主体であると認められるとして、

ワシントン州 LPS が法人税法上の法人に該当すると判断し、納税者の請求を棄却しま

した。 

投資ビークルとして外国法上の組織体を用いる場合には、後の課税庁及び裁判所の判

断によって課税関係に変更が生じる可能性があります。投資に際しては、当該組織体が

法人税法上の法人に該当するか否かについて、裁判例を踏まえた慎重な検討が必要とな

ります。 

 

 

 

 

 
 

 

12. 中国・アジア（ミャンマー）：新投資法第 6 次ドラフトの公表 
 

ミャンマーにおける新投資法の制定に向けた検討の状況については、2016 年 5 月公

表の第 4 次ドラフトに関する分析を、本レター第 31 号（http://www.mhmjapan.com/co

ntent/files/00022680/20160719-101459.pdf）及び http://www.mhmjapan.com/content/fil

es/00022457/20160622-123626.pdf においてお伝えしております。その後の進捗として、

2016 年 7 月 12 日、投資企業管理局（「DICA」）のウェブサイトにおいて、同法案の第

6 次ドラフト（2016 年 7 月 6 日付）が公表されました。 

 

(1) 第 6 次ドラフトでの変更点（第 4 次ドラフトとの比較） 

 

第 4 次ドラフトの内容は概ね踏襲されていますが、第 6 次ドラフトにおいて第 4 次ド

ラフトからの変更が行われた点として、投資案件への連邦議会の関与に関する規定が挙

げられます。第 4 次ドラフトでは、治安上・社会的・経済的な影響のある大規模案件に

ついて、ミャンマー投資委員会（「MIC」）は連邦議会の承認を得る義務があることが明

記されていました。これに対し、第 6 次ドラフトでは、治安・経済・環境及び社会的利

益に重大な影響がある大規模案件について、MIC は連邦議会に報告を行う義務を負う旨

の規定に変更されました。なお、連邦議会への報告を要する対象事業の具体的な内容に

ついては、MIC が Notification により特定することが想定されています。 

連邦議会への「報告」として、具体的にどのような手続きが求められるのかは現状明

らかにされていませんが、連邦議会に対して報告がされる以上、実質的には連邦議会の
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承認が求められているのに等しい運用になることも考えられます。近時、新政権下で、

MIC の判断・行為を連邦議会の統制下に置こうとする動きが見られることも踏まえると、

この点の取扱いについては、今後も成立までに修正等がありうるところです。連邦議会

の関与の態様によっては、投資判断に関連する不確定要素が増えることもあり、条文の

規定振りのみならず実務上の運用についても注意していく必要があります。 

 

(2) 今後の見通し 

 

DICA によれば、間もなくドラフトは大統領府に提出され、大統領府での審議を経て、

連邦議会に提出されるとのことです。特に大きな変更等がない限り、現地新聞等でも報

じられている 2016 年中の成立というタイムラインは現実味を帯びてきていると思われ

ます。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

13. 新興国（ロシア）：最終受益者についての開示義務 
 

2016 年 6 月 23 日、「『マネーロンダリング及びテロリズムへの資金援助の防止に関す

る連邦法』並びに『行政上の罰則に関する法律』を改正する連邦法」がロシアにおいて

制定されました。これにより、一部の例外（ロシアの中央銀行が指定する証券取引所に

て株式を上場している外国企業等）を除き、ロシアに所在する法人は、その「最終受益

者」についての情報をその取得時から 5 年間保管し、当局からの命令があればこれを開

示する義務を負うことになります。かかる情報は定期的に（少なくとも年 1 回）更新さ

れる必要があります。同改正法は、2016 年 12 月 21 日に施行される予定です。 

ここにいう「最終受益者」とは、最終的に、①直接又は間接に、法人の株式又は持分

を 25%超保有する者又は②株主間契約等を通じて法人の経営を支配しえる者を指しま

す。最終受益者の開示義務違反がある場合には、法人に対して最大 50 万ルーブル（約

79 万円）、役員に対しては最大 4 万ルーブル（約 6 万 3,000 円）の過料が課される可能

性があります。情報開示の具体的な形式については今回の改正法に規定はなく、開示の

形式については政府が別途作成する旨が定められるにとどまっています。 

マネーロンダリング及び対テロ資金援助防止を目的とした、団体の最終受益者の情報

の開示を要求する法制については、ロシアに限らず、イギリスやブラジルといった諸外
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国でも整備が進んでいるところです。いずれの国についても、実務においてどのような

運用が形成されていくか、動向を一層注視していく必要があるように思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 セミナー  『「ビジネス・ロー・スクール」トップ・マネジメントセミナー≪全 

３講≫今求められる取締役の役割と責務～改正会社法，コーポレート

ガバナンス・コードを踏まえて～』 

開催日時  2016 年 9 月 9 日（金）8:30～10:30（第Ⅰ講） 

2016 年 9 月 16 日（金）8:30～11:00（第Ⅱ講・第Ⅲ講） 

講師    野村 修也 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『YSIAC Tokyo Advocacy Workshop』 

『SIAC Tokyo Conference』 

開催日時  2016 年 9 月 15 日（木）9:00～12:00（YSIAC Tokyo Advocacy  

Workshop）、12:45～16:00（SIAC Tokyo Conference） 

講師    関戸 麦 

主催    Singapore International Arbitration Centre 

 

 セミナー  『IT 関連著作権実務のポイントと最新動向』 

開催日時  2016 年 9 月 15 日（木）9:30～11:30 

講師    池村 聡 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『新任担当者のためのコーポレートガバナンス・コード対応～取締役 

会・株主総会事務局担当者が押さえておきたい基本ポイント～』 

開催日時  2016 年 9 月 15 日（木）13:30～17:00 

講師    内田 修平 

主催    株式会社商事法務 
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 セミナー  『自動走行車（自動運転）の実現に向けた法整備の最新状況～国際的 

議論から法的責任まで～』 

開催日時  2016 年 9 月 27 日（火）13:30～16:30 

講師    戸嶋 浩二、島田 里奈 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 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 10 月 4 日（火）13:30～16:30 

講師    熊谷 真和 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『インターネットビジネスの著作権とルール』 

開催日時  2016 年 10 月 6 日（木）13:00～14:50 

講師    池村 聡 

主催    公益社団法人著作権情報センター 

 

 セミナー  『東京ビジネス・ロー・スクール『6 月総会の総括と次回総会に向け 

ての準備』』 

開催日時  2016 年 10 月 6 日（木）13:30～16:30 

講師    菊地 伸 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『RID セミナー『インサイダー取引規制の最新動向』』 

開催日時  2016 年 10 月 6 日（木）14:30～16:30 

講師    峯岸 健太郎 

主催    宝印刷グループ 株式会社ディスクロージャー＆IR 総合研究所 

 

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

 本   『スマホ白書 2016「モバイルコンテンツビジネス関連の法改正動向」』 

（2016 年 6 月刊） 

出版社   株式会社インプレス R&D 

著者   飯田 耕一郎 

 

 論文   「マイナス金利と金融法務－「金融法委員会の整理」を契機に－」 

掲載誌   金融法務事情 No.2048 

著者     佐藤 正謙 
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 論文   「震災と株主・投資家対応」 

「鼎談 震災と企業の対応－防災・BCP を中心に」 

掲載誌   ジュリスト No.1497 

著者     松井 秀樹 

 

 論文   「震災と金融業務」 

掲載誌   ジュリスト No.1497 

著者     小田 大輔、吉田 和央（共著） 

 

 論文   「震災時の労務対応」 

掲載誌   ジュリスト No.1497 

著者     荒井 太一 

 

 論文   「M&A 契約研究会 補償」 

掲載誌   論究ジュリスト 2016 年夏号（No.18） 

著者     大石 篤史、関口 健一 

 

 論文   「TPP が企業法務に与える影響（3）知的財産法分野の改正」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.16 No.9 

著者     小野寺 良文 

 

 論文   「「シェアリングエコノミー」の論点整理－ 欧州委員会報告書を題材 

として」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル No.103 

著者     増島 雅和、田中 浩之、宇賀神 崇（共著） 

 

 論文   「＜判例解説＞経歴詐称を理由とする解雇の有効性」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.111 

著者     南谷 健太 

 

 論文   「D 社ほか（偽装請負と黙示の雇用契約の成立）事件（東京高裁 平 

27.11.11 判決）」 

掲載誌   WEB 労政時報 2016 年 6 月 

著者     奥田 亮輔 
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 論文   「長澤運輸（定年後再雇用者と正社員との賃金相違、労働契約法 20 

条違反）事件（東京地裁 平成 28.5.13 判決）」 

掲載誌   WEB 労政時報 2016 年 7 月 

著者     奥田 亮輔 

 

 論文   「第一紙業（競業避止義務違反による退職金等の不当利益返還請求） 

事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 2016 年 8 月 

著者     塚田 智宏 

 

 論文   「Electricity regulation in Japan: overview Q&A」 

掲載誌   Practical Law Company 2016 年 7 月 

著者     小林 卓泰、岡谷 茂樹、野間 裕亘 

 

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

 小澤 絵里子弁護士が EXPERT GUIDES The World's Leading Practitioners Chosen 

by Their Peers - Banking, Finance and Transactional Guide 2016 にて高い評価を得

ました 

EXPERT GUIDES The World's Leading Practitioners Chosen by Their Peers - 

Banking, Finance and Transactional Guide 2016 において、当事務所の小澤 絵里子

弁護士が leading practitioners の一人に選ばれました。 

 

 The American Lawyer 誌による、China Law & Practice Awards 2016 のファイナリ

ストに選ばれました 

China Law & Practice による、China Law & Practice Awards 2016 において、Japan 

Firm of the Year 部門のファイナリストに選ばれました。詳細は ALM のウェブサイ

トをご参照ください。 

 

 小林 卓泰 弁護士が In-House Community Commended External Counsel of the 

Year 2016 を受賞しました 

In-House Community による「In-House Community Commended External Counsel 

of the Year 2016」に、当事務所の小林 卓泰弁護士が選ばれました。詳細は In-House 

Community のウェブサイトをご参照ください。 

（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 


