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Ⅰ．はじめに 

 

株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）及び日本取引所自主規制法人

は、2016 年 12 月 2 日付で、「MBO 後の再上場時における上場審査について」を公表し、

その内容について 2017 年 1 月 1 日まで意見募集を行った上、同月 31 日付で同意見募

集の結果を公表しました。 

当該文書は、MBO（Management Buy-Out）を実施して上場廃止となった会社が再度

上場しようとする場合（以下「MBO 後の再上場」といいます。）の追加的な上場審査の

視点・運用を再整理したものです（そのため、以下、当該文書を「本再整理」といいま

す。）。 

当事務所のキャピタル・マーケッツ・プラクティスグループでは、MBO をはじめと

する公開買付け案件及び再上場を含む資本市場での資金調達案件に多数関与しており

ますが、本再整理の趣旨についての東証との議論を踏まえ、今後の実務に及ぼす影響に

ついて、以下のとおりお知らせします。 

 

Ⅱ．本再整理が公表されるまでの議論等の状況 

 

東証は、従前より、市場に対する信頼を維持する観点から、MBO 後の再上場につい

ては通常の上場審査の他に追加的な審査を実務上行っていましたが、今後、MBO 後の

再上場の増加が想定されることを踏まえ、平成27年12月以降の上場制度整備懇談会（以
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下「上場懇」といいます。）1において、再上場時の上場審査において確認する観点を追

加し、市場に対する信頼を毀損するおそれの高い案件の再上場を防止することの可否に

ついて議論が行われてきました2。 

かかる議論の中では、MBO 実施後一定の年数以内に再上場することを原則禁止とす

る等、制度的・一律的な規制を導入することも提言されましたが、かかる規制の導入は

かえって資本市場の活力をそぐことになりかねないとの結論に至って見送られ、代わり

に、本再整理を行うことにより MBO 後の再上場に対応することとされました3。 

 

Ⅲ．本再整理の趣旨 

 

東証は、「市場に対する信頼を維持する観点」から MBO 後の再上場について追加的

な審査を行うこととしています。その具体的な意味は必ずしも明らかではありませんが、

過去の MBO の公正性・合理性を確認することにより、再上場申請会社のコーポレート・

ガバナンスの状況や少数株主保護に関する姿勢を審査することが、主たる趣旨であると

考えられます。加えて、副次的な効果として、不公正・不適切な MBO を行った会社の

再上場に一定の歯止めをかけることを通じ、MBO 時の規律が確保されるという面もあ

るように思われます4。 

他方で、東証としても、MBO が活力ある資本市場を維持していくうえで重要な役割

を果たしている面があることは認めていますので5、ことさらに MBO 後の再上場を制限

しようとするものではなく、市場に対する信頼を維持する観点から必要な事項について、

再上場申請会社に適切な説明及び開示を求めることが、東証の基本的な姿勢であると考

えられます6。 

かかる趣旨・姿勢を踏まえつつ、下記Ⅴ.において、本再整理に係る個別の論点につ

いて検討します。 

 

                                
1 上場懇は、上場制度の整備に係る検討を行う場として、学識経験者、上場会社、機関投資家、証券会

社等を委員として東証が 2006 年 9 月に設置したものです。 
2 上場懇第 43 回議事要旨（http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/general/tvdivq0000004uhd-att/20
151208.pdf）、第 44 回議事要旨（http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/general/tvdivq0000004uhd-
att/nlsgeu0000027dxz.pdf）及び第 47 回議事要旨（http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/general/t
vdivq0000004uhd-att/nlsgeu0000027dyi.pdf）参照。 
3 本再整理 1 頁。 
4 上場懇では、「MBO が安易に行われて、短い期間で再上場するような裁定取引に似た行為がたくさん

行われるような市場になってはいけない」（第 43 回上場懇議事要旨参照）、「安易な MBO を行うことに

対する牽制のために、何らかの対応が必要」（第 44 回上場懇議事要旨参照）といった問題意識も示され

ていたところです。 
5 本再整理 1 頁。なお、上場懇でも、「MBO を行い経営改善して企業価値が向上することは資本市場、

ひいては社会にとってプラスの意義があるもの。そうしたこともきちんと認めつつ、全体が委縮しない

ように進めていく必要がある」との指摘がなされています（第 47 回議事要旨参照）。 
6
 かかる東証の姿勢は、本再整理で示された、下記Ⅳ①の「上場審査の視点」及び②の「上場審査の運

用」からも窺われます。なお、上場懇でも、「問題は、情報開示が不十分である可能性がある点なのでは

ないか。きちんと情報開示を行った MBO と再上場であれば、理屈上、問題は生じないのではないか」と

の、情報開示の観点からの指摘がなされています（第 44 回議事要旨参照）。 
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Ⅳ．本再整理の概要 

 

本再整理は、概ね以下のとおり、①上場審査の視点と②上場審査の運用とに分けて基

本的な考え方の整理を示しています。この整理の趣旨については、下記Ⅴ.2 及び 3 をご

参照ください。 

①上場審査の視点 

MBO 後の再上場に係る上場審査においては、「MBO と再上場の関連性」と「プレ

ミアム配分の適切性・MBO 実施の合理性」の 2 つの視点から確認を行うこととして

います。 

「MBO と再上場の関連性」に関しては、MBO と再上場が原則として独立の行為で

あり、両者の間に必ずしも高い関連性があるとは限らないとの前提に立ち、主導者（経

営者・株主）の同一性・連続性、MBO から再上場までの期間の長短等が確認の対象

とされています。 

「プレミアム配分の適切性・MBO 実施の合理性」に関しては、これを一義的・客

観的に判定することはできないものの、「MBO 時に株主の判断の前提となる手続きが

公正に行われた上で MBO が成立していれば、大多数の株主が納得して取引に応じた

ものということができ、プレミアム配分の適切性や MBO 実施の合理性を問う必要性

は低い」との理由から、MBO 時の手続きの MBO 指針7への準拠性等を確認するもの

としています。また、「再上場時から見て、MBO 時の計画と MBO 後の進捗との間に

乖離がある場合であっても、再上場時にその理由について合理的に説明することがで

きるのであれば、プレミアム配分の適切性や MBO 実施の合理性を問う必要性は低い」

との理由から、MBO 時の計画と MBO 後の進捗との間の乖離についての説明が十分

に説得力のあるものかどうか等を確認することとしています。 

 

②上場審査の運用 

MBO 後の再上場の場合は、上記①の各視点に基づき上場審査を行った上で、再上

場時のコーポレート・ガバナンスの体制や再上場に至るまでの経緯の説明・開示等を

勘案し、総合的に再上場の可否を判断することとしています。 

このような運用とした趣旨は、下記Ⅴ.3 で詳しく述べるとおり、過去の MBO にお

いて手続き上の問題があったとしても、一律に再上場を禁止するのではなく、再上場

後に同様の問題が再発しないような「コーポレート・ガバナンスの体制」を構築して

いるか否か等を審査した上、再上場を認める余地を残しているものと解されます。 

 

                                
7 経済産業省「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収（MBO）に関する指

針」（平成 19 年 9 月）を指します。以下同様。 
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Ⅴ．本再整理に係る個別の論点の検討 

 

1．対象となる「MBO」の範囲 

 

本再整理は、「MBO 等」（MBO 及び支配株主その他施行規則で定める者8による公

開買付け）9や非公開化取引後の再上場一般ではなく、「MBO」後の再上場のみを対象

としています。これは、「株主から経営を付託された経営者が自ら株主との間で利益

相反を引き起こす取引であること」（構造的利益相反）や「経営者が株主と比べて大

きく情報優位に立つ取引であること」（情報の非対称性）といった、経営者による買

収という MBO の特殊性に着目して整理が行われていることからも明らかと解されま

す。 

なお、本再整理は、「MBO」につき明確に定義してはいないものの、有価証券上場

規程 441 条の定めに従い、「公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け（公

開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開

買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。）」を指すと解して

よいと思われます。 

 

2．「上場審査の視点」について 

 

（1）MBO と再上場の関連性 

上記Ⅳ.①に記載のとおり、本再整理では、MBO と再上場の関連性に関し、主導

者（経営者・株主）の同一性・連続性、MBO から再上場までの期間の長短等が確認

対象とされており、本再整理の文言上は、一見、MBO と再上場との間に高い関連性

がある場合、そのこと自体が、上場審査において否定的に評価されるようにも思わ

れます。 

しかし、本再整理も指摘するとおり、「MBO と再上場はそれぞれ独立した行為」

と評価することが可能であり、各行為を適切に行っている（したがって、下記（2）

の「プレミアム配分の適切性・MBO 実施の合理性」の観点からも問題がない）ので

あれば、「市場に対する信頼を維持する観点」からの問題は生じないと思われます。

例えば、MBO 後も引き続き対象会社の経営にあたっている MBO に参加した対象会

社の経営陣が、MBO 後短期間のうちに業績改善を達成し、MBO のスポンサーとな

ったファンド等のもとで再上場を行う場合等は、MBO と再上場の関連性が強いと評

価されることになりそうですが、当該 MBO が適切な手続きのもとで行われたので

あれば、むしろ MBO の成功事例と言えます。したがって、MBO と再上場の関連性

                                
8 「支配株主その他施行規則に定める者」の範囲については有価証券上場規程 441 条の 2、同施行規則

436 条の 3 参照。 
9 東証上場部編「東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック（2015 年 6 月版）」（以下「東証適時

開示ガイドブック」といいます。）5 頁参照。 
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が強いこと自体を、再上場に係る上場審査の過程で否定的に評価する必要性は乏し

いように思われます。 

また、MBO と再上場の関連性が低い場合（主導者の同一性・連続性もなく、MBO

から再上場までの期間が長いような場合）には、本再整理が挙げる追加的審査の趣

旨、すなわち市場に対する信頼の維持という観点から、MBO の公正性・合理性を確

認する必要性は限定的になると考えられます。例えば、主導者の同一性・連続性と

いう観点からは、MBO の主導者と再上場申請時の実質的な経営主体が異なっている

場合は、再上場申請時点での少数株主保護の姿勢を確認する上で、実質的に別個の

主体によって行われた MBO の実施状況を確認する意義は限定的になると言えます。

さらに、MBO から再上場までの期間という観点からは、MBO から再上場までが長

期にわたる場合、その間に経営環境等が大きく変化していることが通常であるため、

やはり MBO の実施状況を確認する意義は限定的になると言えます。 

以上を踏まえると、「MBO と再上場の関連性」については、下記（2）の審査に進

む必要があるか否かを判断する要素として考える（MBO と再上場の関連性が強いこ

と自体が上場審査において否定的に評価されるものではない。）のが本再整理の趣旨

に照らして適切であるように思われます10。 

 

（2）プレミアム配分の適切性・MBO 実施の合理性 

（a）MBO 指針への準拠性等 

MBO に際して、MBO 指針や法令に準拠した手続きが踏まれているのであれば、

原則的には手続き上の問題はなかったと言え、上場審査でも問題になることは少

ないと思われます（なお、MBO 時の手続きに問題があった場合については、下記

3.参照）。 

 

（b）MBO 時の計画と MBO 後の進捗との間の乖離についての説明 

（i）説明が求められる趣旨 

MBO は、企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき経営者と株主との

間の取引であり、経営者における利益相反や取引当事者間の情報の非対称性と

いった問題が存在するため、MBO に際しては、株主が MBO の是非について適

切に判断できるよう、充実した説明が行われる必要があります。かかる説明に

際して、MBO 時の計画は、MBO に際して実現される価値の可能性（その一部

が、MBO 時の株主に配分されるプレミアムに反映されることになります11。）や

MBO 実施の合理性を示すものとして、株主の判断にとって重要であると言えま

                                
10 この点、先述の意見募集の結果において、東証が「MBO と再上場に関連性があることのみをもって問

題とするものではありませんが、その関連性を踏まえ、MBO 時の手続きや MBO 後の状況も確認して、

投資者保護の観点から問題がないか確認を行っているものです。」との考え方を示しているのも、同様の

理解に基づくものと考えられます。 
11
 MBO 指針 7～9 頁参照。 
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す12。 

しかし、MBO 時の計画と MBO 後の進捗との間に乖離がある場合、MBO 時

の株主に対して行っていた説明が不適切ではなかったか、ひいては、経営者・

株主間でのプレミアム配分が不適切ではなかったか、また、MBO 実施に合理性

がなかったのではないかが問題となりえます。 

例えば、MBO 後短期間のうちに MBO 時の計画を大きく上回る進捗が見られ

る場合、MBO 時の開示が不十分であり、かかる開示に基づき株主が公開買付け

への応募の是非を判断した結果として、株主へのプレミアム配分が不当に低い

公開買付けが成立したのではないかという疑問が生じえます。 

逆に、MBO 時の計画の達成状況が低調であり、MBO 前の経営状態から大き

な変化が見られないといった場合には、そもそも MBO を実施する必要があっ

たのか（同程度の経営改善は、MBO を実施しないでも実現できたのではないか）

といった疑問が生じえます。 

もちろん、MBO 後に生じた環境変化等の事情によって、MBO 時の計画とそ

の後の進捗に乖離が生じることは十分ありうるところですが、本再整理では、

上記のような疑問が生じうることを踏まえ、当該乖離の理由について、十分に

説得的な説明を行うよう求めているものと考えられます。 

 

（ii）想定される「MBO 時の計画」 

本再整理がいう「MBO 時の計画」として、具体的にどのようなものが想定さ

れているのかが問題となります。 

「MBO 時の計画」として一般的に想定されるものとしては、①MBO 時に開

示される、MBO 後に実施を予定する定性的な施策（例えば MBO 後に実施する

事業再編、リストラや他社の買収等）13や、②MBO 実施時に行われた買収者・

対象者のそれぞれにおける株価算定の前提となる事業計画・業績予想等の具体

的な将来数値が考えられます。 

しかし、MBO 時の株価算定の前提となる事業計画において MBO 後に実施を

予定する施策による業績改善効果を数値として織り込んでいないケースは珍し

くない上、買収者側と対象会社側とで、かかる業績改善効果の定量的な予測に

ついて異なる見解を有していることが一般的と思われます。加えて、将来数値

については不可避的に不確実性が存在し、安易な将来数値の開示は避ける必要

があることから、MBO にあたり、MBO 後の業績改善効果に関する将来数値の

開示が必須とされているわけでもありません14。そのため、本再整理が、MBO

                                
12 MBO 指針 12 頁参照。 
13 MBO 等、支配権取得又は経営参加を目的とする公開買付けに際しては、公開買付者は、公開買付届出

書において、支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画について具体的に記載することが求められ

ており（発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 2 号様式記載上の注意（5）
a）、実務上、かかる開示として、MBO 後に予定する施策の概要を定性的に記載することが一般的です。 
14
 なお、MBO にあたり、対象者側でディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法による株価算定を行っ
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後の再上場に係る一般的な上場審査のあり方を示すものであることを踏まえる

と、「MBO 時の計画」とは、一義的には、MBO 時に公表された定性的な施策が

念頭に置かれているものと解されます。 

もっとも、MBO に際して、買収者・対象会社において、MBO 時に公表され

た定性的な施策を前提とする事業計画や業績予想の具体的な将来数値が作成さ

れている場合には、当該数値も、MBO 時の計画と MBO 後の進捗との乖離や、

当該乖離に関する再上場申請会社の説明の合理性を確認するにあたって勘案さ

れる可能性は否定できないように思われます。他方で、事業計画や業績予想の

具体的数値は、将来の業績に関する主観的な判断によるところも大きい上、そ

の作成の目的にも様々なものがありえます。そのため、かかる将来数値が勘案

される場合であっても、これをどの程度重視するかは、買収者・対象会社にお

ける MBO 実施の判断に際しての重要性や信頼性を踏まえて慎重に判断するこ

とが適切と思われるところであり、今後の東証における上場審査の運用が注目

されます。 

 

3．「上場審査の運用」について 

 

本再整理では、上記 2.の観点から審査を行った上で、「再上場時のコーポレート・

ガバナンスの体制や再上場に至るまでの経緯の説明・開示等を勘案し、総合的に再上

場の可否を判断する」としています。 

これは、上場懇において示されていた、「再上場時の審査の運用で MBO 時の手続

きが公正であったか等を確認していく方向で異論ない。ただし。過去に問題があった

ときに治癒ができないものであるため、再上場時のガバナンス体制等も考慮して総合

的に上場可否を判断していくことが適当。」（原文ママ）といった意見15を踏まえたも

のと考えられます。例えば、上記 2.（2）の「プレミアム配分の適切性・MBO 実施の

合理性」の審査で何らかの問題が検出されたケースを想定すると、かかる瑕疵は事後

的に治癒できない一方で、その瑕疵の重大性等にかかわらず、（MBO と再上場の関連

性が認められる限り）その後の再上場を一切認めないのも過度の制約であると考えら

れます。 

そこで、東証としては、過去の MBO において手続き上の問題があったとしても、

再上場後に同様の問題が再発しないような「コーポレート・ガバナンスの体制」を構

築しているか否か等も審査した上で、再上場を認める余地を残しているものと解され

                                                                                           
ている場合には、上場規則上、対象者の意見表明に係る適時開示の中で、算定の前提とした財務予測（売

上高、営業利益、EBITDA 及びフリー・キャッシュ・フロー）を開示することが原則として必要とされ

ています（東証適時開示ガイドブック 209 頁）。したがって、MBO 後の業績改善効果を織り込んだ財務

予測を算定の前提としている場合には当該財務予測を開示することが必要となるものの、そもそも MBO
後の業績改善効果を織り込んだ財務予測を用いることが義務付けられているものではなく、実務上も、

MBO 後の業績改善効果を織り込んでいない財務予測を算定の前提として使用している旨開示している

例が多数見受けられます。 
15 上場懇・第 47 回議事要旨参照。 
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ます。 

かかる「コーポレート・ガバナンスの体制」が構築されているか否かは、利益相反

を伴う取引に際して少数株主保護が確保される体制が整備されているか否かがポイ

ントになるものと解されます。例えば、再上場後の少数株主の利益を保護すべく、少

数株主との利益相反が生じうる意思決定を会社が行う場合には必ず社外役員のみで

構成された委員会で審議し、当該委員会における判断を踏まえて意思決定を行うよう

なガバナンス体制を構築するといった対応が考えられます。 

 

Ⅵ．まとめ 

 

本再整理の公表により、東証内部で実施されてきた MBO 後の再上場に係る上場審査

（追加的審査）の視点・運用が対外的・統一的に示されました。本再整理が、東証内部

で実施されてきた上場審査の視点・運用を再整理の上で対外的に示したものであるとい

う性質を勘案すると、MBO 後の再上場が直ちに困難となるわけではないように思われ

ますが、MBO 後の再上場における上場審査対応にあたっては、本再整理を踏まえた準

備・検討が必要になると考えられます。 

加えて、MBO 実施時においても、イグジット手法の一つとして再上場が選択される

可能性がある場合には、MBO 後の再上場にあたって上記Ⅳ.②のような上場審査が行わ

れることを見据えた上で、MBO に関する情報開示その他の手続き等を行う必要がある

と思われます。 

本再整理を踏まえた具体的対応としては、MBO 実施時においては、MBO 指針を遵守

することのほか、MBO 時の株主に対する開示を充実させつつも、実現困難な定性的施

策を公表しない、MBO 後の経営環境の変化等も考慮の上、必要に応じて実施予定の定

性的施策に前提条件や留保を付す等、株主に対する開示の内容を慎重に検討することが

考えられます。また、MBO 後の再上場時においては、MBO 時に実施予定としていた定

性的施策や計画に変更があった場合には変更の合理性を十分に説明できるようにして

おくこと、コーポレート・ガバナンス体制については特に慎重に整備を行うことが有用

と考えられます。 
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セミナー・文献情報 

 セミナー  『戦略的コーポレートファイナンスの法務と最新実務～種類株式

の公募、リキャップ CB、海外市場での資金調達、ハイブリッド

証券など、手法ごとの特徴や注意点を徹底検証～』 

開催日時  2017 年 2 月 13 日（月）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『インフラファンド組成・上場の法務と実務～実例を踏まえた検

討と今後の展望～』 

開催日時  2017 年 2 月 21 日（火）9:30～12:30 

講師    岡谷 茂樹 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 論文    「震災と株主・投資家対応」 

掲載誌   ジュリスト Vol.1497 

著者    松井 秀樹 

 

 論文    「3 種類の商品のトレンドを踏まえた社債の発行手続と上手な使

い分けのポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1464 

著者    田井中 克之 

 

 論文    「反社会的勢力から、あるいは反社会的勢力『排除』から、どう

企業を守っていくべきか？」 

掲載誌   月刊ザ・ローヤーズ 2017 年 1 月号 

著者    矢田 悠 

 

NEWS 

 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2016"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2016"にて、Capital Markets

の分野で石黒 徹、佐藤 正謙、藤津 康彦及び鈴木 克昌が高い評価を得ました。 

 

 大野 恒太郎 弁護士が入所しました 

当事務所は、2016 年 11 月 16 日付で、同年 9 月に検事総長を退官した大野 恒

太郎 弁護士を客員弁護士として迎えました。 

大野弁護士は、東京地方検察庁等で捜査・公判実務に携わり、検事総長等とし

て各種刑事事件の処理を指揮する一方、内閣司法制度改革推進本部事務局次長、
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法務省刑事局長、法務事務次官を務めるなど、司法制度改革や近年の様々な刑

事立法作業においても中心的な役割を果たしてこられました。 

大野弁護士の入所により、当事務所は、企業関係の刑事法務や危機管理におい

て、更に充実したリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 で、当事務所は Capital 

Markets：Debt 及び Capital Markets：Equity の分野でトップグループにランキ

ングされました。また、それぞれの分野における Leading Lawyers として石黒 

徹、安部 健介、鈴木 克昌及びトニー・グランディが選ばれました。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2017 The Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2017 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、Capital Markets を含

む 9 の分野で特に高い評価を得ました。 

 

 Legal 500 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2017 にて、当事務所は Capital Markets の分野で上

位グループにランキングされ、石黒 徹、中村 聡及び鈴木 克昌が Leading 

individuals として選ばれました。 

 

 Chandler MHM Limited 業務開始のお知らせ 

当事務所は、Mori Hamada & Matsumoto（Thailand）Co., Ltd.を通じ、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 CTLO）と経営統合し、CTLO の名

称を Chandler MHM Limited（以下 CMHM）へ変更し、2017 年 1 月 4 日より業

務を開始いたしました。 

 

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

制でアドバイスを提供してまいりましたが、タイ市場においてさらに強固な基

盤を確立し、東南アジアにおける多種多様な法務需要に幅広く応えるべく、今

般の経営統合を機に、飛躍的に体制を充実させてまいります。 

 

当事務所のパートナーであり、海外 M&A や国際取引・通商実務に精通した河

井 聡弁護士が CMHM のマネージング・パートナーに、CTLO のマネージング・

パートナーである Niwes Phancharoenworakul 弁護士とともに就任いたしまし
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た。さらに、当事務所の東京オフィス、シンガポールオフィス、及びジャカル

タデスクにて執務していた日本人弁護士 3 名も CMHM に拠点を移し、より一

層の体制強化を行いました。 

 

その結果、CMHM は、既に CTLO に在籍しているタイ人・米国人等の弁護士と

合わせ、50 名を超える陣容となり、日本の法律事務所の拠点としてはタイ国内

はもとより東南アジア地域で群を抜いた規模となります。 

 

当事務所は、今後とも、東京、大阪、名古屋、福岡、北京、上海、シンガポー

ル、ヤンゴン、ジャカルタそして CMHM の各拠点の全弁護士が一丸となって、

より一層クライアントの皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何

卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 新人弁護士（29 名）が入所しました 

 

 Chambers Asia 2017 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2017 で、当事務所は 15 の分野で上位グループにランキングさ

れ、Capital Markets 分野で、以下の各弁護士が日本を代表する弁護士に選ばれ

ました。また、当事務所のヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、

GENERAL BUSINESS LAW: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野で

ランクインいたしました。 

・Capital Markets  石黒 徹、中村 聡、鈴木 克昌、尾本 太郎 

・Capital Markets: J-REITs   藤津 康彦、尾本 太郎 

 

 トムソン・ロイターの 2016 年の資本市場リーガルアドバイザリー・レビュー

にて 1 位を獲得しました 

トムソン・ロイターによる 2016 年の資本市場リーガルアドバイザリー・レビ

ューが発表になり、当事務所は、日本における普通株式の発行体側のリーガル

アドバイザーのランキングにおいて、1 位を獲得いたしました。 

 

 

（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 


