
Turnaround & 
Restructuring 

Practice

企業再生プラクティス

　当事務所では、豊富な実務経験を有する弁護士がその叡智を結集し、

画期的かつ先駆的なスキームで数々の困難な企業再生案件を成功させ

てまいりました。窮境に陥った企業の再生を実現するため、日 、々最新の法

律・判例、再生事案等の知識の研鑽・共有に努め、他の業務分野の専門

家とも緊密に連携して案件に取り組んでおります。当事務所の数々の企業

再生の実績、経験、ノウハウをもとに、企業の再建・再生を実現いたします。



当事務所の企業再生プラクティス

１　豊富な経験と実績
　当事務所は、1949年に事務所を開設して以来、企業再生分野を訴訟業務と並ぶ中

心業務と位置づけ、法的整理案件や私的整理案件に積極的に取り組んでまいりました。

　会社更生事件でいえば、古くは、日本特殊鋼、佐藤造機、興人、東食、アサヒコーポ

レーション、ライフ、大成火災海上保険、マイカル、ファーストクレジットから、近年は、日

本航空、ウィルコム、林原、三光汽船、エルピーダメモリ、日本海洋掘削等に至るまで、多

数の会社更生事件に債務者代理人、管財人、債権者代理人、スポンサー代理人等とし

て関与しております。

　民事再生事件でいえば、北海道国際航空（AIR	DO）、ジャパン石油開発、アーバン

コーポレイション、新井組、STT開発等をはじめ、申立代理人として、大型事件から中小

規模の事件に至るまで、数十件に上る件数の企業の再建を実現しており、また、監督委

員、債権者代理人、スポンサー代理人としての関与を含めると枚挙に暇がありません。

　破産手続においても、大倉商事、クラウンリーシング等の大型管財事件をはじめ、多

くの破産管財事件に破産管財人、申立代理人として関与しております。

　私的整理においても、長谷工コーポレーション及び三菱自動車のDESによる再生事

例、フジタの会社分割による再生事例等の先駆的案件や、三井住友建設等の私的整

理ガイドラインを利用した再生事例、コスモスイニシア等の事業再生ADRを利用した

再生事例等、多様な案件を数多く手掛け、多くの実績を挙げております。

２　先駆的な取組み
　当事務所の企業再生プラクティスグループは、事業再生分野のリーディングケースと

なるような先駆的な案件に積極的に取り組んでまいりました。

　北海道国際航空の民事再生事件では、我が国で初となる、いわゆる「私的整理型の

法的整理」（一般商取引債権者を対象とせずに法的整理を行うスキーム）を実現し、同

事件は、その後の法的整理の実務の運用を大きく変えることとなりました。

　また、長谷工コーポレーションの私的整理案件では、上場企業で初めて、大規模な

DESによる金融支援を内容とする再建計画を成立させました。

　フジタの私的整理案件において当事務所が会社側代理人として実施した、旧商法

下での再生型会社分割もまた、上場会社として我が国で初の先駆的な取組みであり、

その後、これを踏まえて会社法において会社分割法制が大きく改正され、会社分割ス

キームは事業再生の中核的な手法となるに至りました。

　また、コスモスイニシアの私的整理案件では、事業再生ADR手続の発足当初に、
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DES、債権放棄等を活用した、800億円規模（対象債権者数約40社）の大規模な債

務リストラを内容とする事業再生計画案を成立させました。

　さらに、DDSにつきましても、その黎明期から、金融庁や政府系金融機関と協議を

しながら、内容等についての設計を行うとともに、基本となるDDSスキームやDDS契

約の標準ひな型その他の関連契約の策定等も行ってまいりました。

　いわゆるDIPファイナンスにつきましても、再生企業の資金調達の円滑化を図るべく、

基本的内容の設計から実務への導入に至るまで、初期段階から深く関与しております。

DES・DDS及びDIPファイナンスについて、我が国で初めて、これらを詳細に解説した

書籍も発行しており、これらの書籍は現在もなお、多くの実務家の方 に々ご活用いただ

いております。また、DIPファイナンスについては金融機関側のアドバイザーとしても深

く関与しており、譲渡禁止特約付債権を担保とするための自己信託の利用についてもア

ドバイスするなど、再生局面にある中小企業の新たな資金調達手法の確立に貢献して

おります。

　私的整理の促進のため、サービサーを活用した債権処理スキーム（サービサーへの

債権譲渡によって即時回収及び実質的債権放棄を実現するスキーム等）もサービサー

法制定直後から導入・実践しております。

　これらの案件を始め、再生分野のプラクティスと実務をリードしてきたと自負しており

ます。

３　各分野の専門家集団によるチームアップ
　当事務所は、伝統的に培われた事業再生・倒産分野における経験を基に、M&Aや

金融等の企業法務における最新のノウハウを積極的に導入し、ファイナンス、コーポ

レート分野の専門的知識・経験が必要な案件に関しても、ワンストップで、円滑かつ効

率的な案件処理を行っております。

　各会社の事業は複雑化、多様化しており、事業再生を行う上でも、ファイナンスや金

融レギュレーションに関する専門知識や、IT/Fintech等を含む知的財産権分野に精

通した弁護士の関与が必要不可欠です。また、事業再生案件ではM&Aを伴うことが

多く、ハイクオリティのサービスを提供するためには、コーポレートを専門とする弁護士

とのチームアップが重要となります。製品データ偽装や不正会計などの不祥事に端を

発する事業再生案件も多く、危機管理について豊富な経験を有する弁護士や会計実

務に精通した弁護士とも協働して、一貫した対応を行うことが可能です。

　大倉商事、アーバンコーポレイション、三光汽船等の事件では、多数の子会社・関連

会社を抱え、また、ファイナンス、M&A等をはじめ、海外対応も必要不可欠な事案でし

たが、当事務所の各専門分野の弁護士との緊密な連携、チームアップにより、円滑かつ

適切な案件処理を実現しています。
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４　会計・税務の専門家との連携
　企業再生事件を円滑に進め、適切かつ合理的な再建計画を立案するためには、会

計・税務の専門家との緊密な連携が必要不可欠です。当事務所は、事件の規模等も

踏まえながら、事案毎に再生実務に精通した会計・税務の専門ファームと連携し、ま

た、当事務所所属の税理士とも協働しながら、法務、会計、税務のいずれについてもワ

ンストップの事件処理を実現しております。

５　海外案件への対応
　当事務所は、550名を超える弁護士（外国法弁護士を含む）に加え、550名ほどの

パラリーガルその他のスタッフを擁する日本有数の大規模総合法律事務所です。企

業再生プラクティスグループにも、40名を超える、専門の弁護士が所属しています。

　北京オフィス（1998年開設）、上海オフィス（2005年開設）、シンガポールオフィス

（2012年開設）、ヤンゴンオフィス（2014年開設）及びホーチミンオフィス（2018年開設）

を有するとともに、2017年には、タイ・Chandler	&	Thong-ekと経営統合し、バンコ

クオフィス（2015年開設）をChandler	MHM	Limited（CMHM）へ名称変更し、業務

を開始しました。ヤンゴンオフィスについては、2020年に法人名及び英文事務所名を

Myanmar	Legal	MHM	Limitedへ変更し、Myanmar	Legalの名称を承継する

こととなりました。

　多くの弁護士が英語での案件処理が可能である上、上記のように、積極的にグロー

バル展開を推し進めており、海外案件についても豊富な経験を有しております。

　中国をはじめとするアジア諸国の企業を当事者とする再生型M&A、現地に進出し

た日本企業の撤退等の案件も多く手掛けております。

　近年のグローバル化に伴い国際的な事業再生・倒産案件も増加しておりますが、こ

のような案件では、海外弁護士資格を有し、海外の再生案件等に多くの実績と経験を

有するメンバーも参加し、また、海外の大手法律事務所とも緊密な連携をとりつつ、ハ

イクオリティなリーガルサービスを提供しております。

　リーマンブラザーズの民事再生事件、三光汽船の会社更生事件等においても、当事

務所の海外の拠点や海外の大手法律事務所との連携により、案件を成功に導いてお

ります。また、2017年には、当事務所とタイのCMHMとの共同により、日本における

民事再生とタイにおける私的整理を同時に実行し、タイに子会社を有する日本企業の

再生を成功させることができました。このように、タイや東南アジアを中心とする海外

子会社を有する企業の再生にもワンストップで対応できる体制を構築しております。
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６　中小案件・全国各地の案件への対応
　当事務所は、大企業の再生案件のみならず、中小企業の再生案件にも積極的に取

り組んでおります。また、首都圏のみならず、全国各地の再生案件にも多くの経験と実

績を有しております。

　前記のとおり、当事務所の企業再生プラクティスグループには常時40名を超える弁

護士が所属しており、規模の大小を問わず、「Firm	of	Choice」という当事務所の基

本精神をもって、誠実に、また、フットワークよく案件に取り組んでおります。

　2013年には福岡オフィス、2014年には大阪オフィス、2015年9月には名古屋オフィ

ス、2020年4月には高松オフィスを開設しました。全国各地の再生案件について、より

一層充実したサービスを提供できる体制を構築しており、実際、5拠点のネットワーク

を生かして、全国各地において、中小・中堅企業の再生案件を数多く成功させており

ます。

　当事務所は、常にチャレンジングに、先駆的な取組を実現し、企業の迅速な再生や

地域経済の活性化を実現できるよう努めております。例えば、ある住宅メーカーの民

事再生事件においては、いわゆる「私的整理型法的整理」の取組を行う中で、再生会社

の振出手形を保有する債権者から、スポンサーへの手形の譲渡を行っていただくこと

により、再生会社の資金繰りに影響を及ぼすことなく、債権者の債権の毀損を防ぐ（事

業価値の劣化を可及的に防止する）スキームを実現いたしました。

　また、ある地方の部品卸売業の民事再生案件では、再生会社から手形を振出し、

これにスポンサーに裏書譲渡させることにより、再生申立後の資金繰りを確保いたしま

した。

　ある地方の小売業の民事再生案件においては、我が国で初めて、ABL（Asset-

Based	Lending）によるDIPファイナンスを導入いたしました。

　このように、当事務所の企業再生プラクティスグループは、規模の大小を問わず、他

に類をみない創意工夫により、各案件を成功に導いております。
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当事務所の企業再生プラクティスグループの取扱案件の一例

１　法的整理
　法的整理につきましては、当事務所が債務者代理人として関与した案件を中心に、債権者代理人やスポンサー代理人として関与した案件について

は、特に大規模な案件、債務者の業種、再生に至る経過や当事務所の関わり方等が特徴的な案件のみを掲載しております。いずれも当事務所の企

業再生プラクティスの取扱案件の一例となります。

	 社名	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 　業種	 　立場

リーマン・ブラザーズ	 東京都	 民事再生	 非上場	 60兆円	 証券業	 英国・香港法人代理人

日本航空（JAL）	 東京都	 会社更生	 上場	 2兆3,220億円	 運輸業	 債権者代理人

MTGOX	 東京都	 民事再生	 非上場	 2兆1,600億円	 暗号資産交換業	 債権者代理人

マイカル	 大阪府	 会社更生	 上場	 1兆6,000億円	 スーパー	 債権者代理人

日本海洋掘削	 東京都	 会社更生	 上場	 1兆2,250億円	 海洋掘削	 債権者代理人

タカタ	 東京都	 民事再生	 上場	 1兆823億円	 自動車部品製造	 債権者代理人

ライフ	 東京都	 会社更生	 上場	 9,600億円	 信販・クレジット	 スポンサー代理人

韓進海運	 韓国	 破産	 上場	 6,800億円	 海運業	 外国倒産手続承認援助代理人

東食	 東京都	 会社更生	 上場	 6,397億円	 食品商社	 債務者代理人

アーバンコーポレイション	 広島県	 民事再生	 上場	 6,000億円	 不動産業		 債務者代理人

STT開発	 東京都	 民事再生	 非上場	 4,922億円	 ゴルフ場	 債務者代理人

エルピーダメモリ	 東京都	 会社更生	 非上場	 4,818億円	 半導体製造	 スポンサー代理人

大成海上火災保険	 東京都	 会社更生	 上場	 4,131億円	 損害保険業	 債務者代理人

エー・シー・リアルエステート	 東京都	 民事再生	 非上場	 3,526億円	 不動産業	 債務者代理人

日本ゴルフ振興	 大阪市	 会社更生	 非上場	 3,322億円	 ゴルフ場	 債権者兼スポンサー代理人（債権者申立て）

ジャパン石油開発	 東京都	 民事再生	 非上場	 3,076億円	 油田開発	 債務者代理人

日東興業	 東京都	 和議	 非上場	 2,762億円	 ゴルフ場	 整理委員

ファーストクレジット	 東京都	 会社更生	 上場	 2,605億円	 不動産担保融資	 スポンサー代理人

新潟鉄工所	 東京都	 会社更生	 非上場	 2,270億円	 製造業	 スポンサー代理人

ウィルコム	 東京都	 会社更生	 非上場	 2,060億円	 情報・通信業	 債権者代理人

タカタ	 東京都	 民事再生	 上場	 1,900億円	 製造	 債権者代理人

三光汽船	 東京都	 会社更生	 非上場	 1,558億円	 海運業	 債務者代理人

林原	 岡山県	 会社更生	 非上場	 1,323億円	 食品素材製造	 債権者代理人

アサヒコーポレーション	 福岡県	 会社更生	 非上場	 1,300億円	 ゴム履物メーカー	 債務者代理人

太平洋クラブ	 東京都	 会社更生	 非上場	 1,270億円	 ゴルフ場運営		 債権者代理人

平成電電	 東京都	 民事再生	 非上場	 1,200億円	 情報・通信業	 債務者代理人

第一中央汽船	 愛媛県	 民事再生	 上場	 1,200億円	 海運業	 債権者代理人

第一ホテル	 東京都	 会社更生	 上場	 1,152億円	 ホテル業	 スポンサー代理人
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	 社名	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 　業種	 　立場

ニューシティ・レジデンス投資法人	 東京都	 民事再生	 上場	 1,123億円	 不動産投資法人	 スポンサー代理人

東海	 東京都	 会社更生	 上場	 885億円	 ライター製造	 債務者代理人

富士工	 東京都	 民事再生	 上場	 831億円	 建設業		 債務者代理人

辻産業	 長崎県	 会社更生	 非上場	 750億円	 船舶機械製作等	 債権者代理人

Spansion	Japan	 神奈川県	 会社更生	 非上場	 741億円	 製造業		 債権者代理人

髙山物産	 京都府	 会社更生	 非上場	 718億円	 パチンコ		 債権者代理人（債権者申立て）

日東ライフ	 東京都	 和議	 上場	 692億円	 食堂・ゴルフ場	 整理委員

ハヤシマリンカンパニー	 長崎県	 会社更生	 非上場	 608億円	 中古船売買等	 スポンサー代理人

淺川組	 和歌山県	 会社更生	 非上場	 603億円	 建設業	 管財人団

東日本フェリー	 北海道	 会社更生	 非上場	 580億円	 運輸業		 債権者代理人

ベンカン	 東京都	 民事再生→破産	 非上場	 567億円	 配管部品製造販売	 スポンサー代理人

古久根建設	 東京都	 民事再生	 上場	 492億円	 建設業		 債務者代理人

東ハト	 東京都	 民事再生	 非上場	 460億円	 菓子製造	 スポンサー代理人

新井組	 兵庫県	 民事再生	 上場	 427億円	 ゼネコン		 債務者代理人

ロケット	 東京都	 民事再生	 非上場	 413億円	 家電量販店	 債務者代理人

中国パール販売	 東京都	 会社更生	 非上場	 380億円	 合成樹脂製弁当容器販売	 債権者代理人（債権者更生申立て）

真柄建設	 石川県	 民事再生	 上場	 348億円	 建設業		 債務者代理人

秀月人形チェーン	 東京都	 民事再生	 非上場	 330億円	 節句人形小売	 債務者代理人

土地興業	 東京都	 民事再生	 非上場	 320億円	 不動産	 債務者代理人

ダイア建設	 東京都	 民事再生	 上場	 300億円	 デベロッパー		 債務者代理人

佐藤秀	 東京都	 民事再生	 上場	 296億円	 建設業		 債務者代理人

エスシーエム興産	 東京都	 民事再生	 非上場	 263億円	 不動産・ゴルフ場		 債務者代理人

川崎電機	 山形県	 民事再生	 上場	 253億円	 配電盤メーカー	 スポンサー代理人

アエル	 東京都	 会社更生	 非上場	 231億円	 金融	 スポンサー代理人

サンユウ産業	 東京都	 民事更生	 非上場	 230億円	 ゴルフ場	 債権者代理人

寿工業	 東京都	 民事再生	 上場	 205億円	 製造業		 債務者代理人

イーヤマ	 長野県	 民事再生	 非上場	 200億円	 製造業		 債務者代理人

栃木冨士工	 栃木県	 民事再生	 非上場	 198億円	 ゴルフ場	 債務者代理人

阪奈土地建設	 大阪府	 会社更生	 非上場	 196億円	 ゴルフ場		 債権者代理人（債権者更生申立て）

フェニックス電機	 兵庫県	 会社更生	 上場	 195億円	 ハロゲンランプ製造	 債務者代理人

ニツセキハウス工業	 東京都	 民事再生	 上場	 175億円	 住宅メーカー	 債務者代理人

アールディエス	 東京都	 会社更生	 非上場	 170億円	 照明器具製造・販売	 債務者代理人

オレンジチェーン	 福岡県	 民事再生	 非上場	 170億円	 宅配、スーパー		 債務者代理人

三平建設	 東京都	 民事再生	 上場	 167億円	 ゼネコン		 債務者代理人

樋口組	 大阪府	 民事再生	 非上場	 159億円	 建設業		 債権者代理人（債権者による管理型民事再生申立て）

城山開発	 愛知県	 民事再生	 非上場	 154億円	 ゴルフ場		 債務者代理人
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	 社名	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 　業種	 　立場

総通	 大阪府	 民事再生	 非上場	 150億円	 通信販売業		 債務者代理人

土佐山田観光開発	 高知県	 民事再生	 非上場	 149億円	 ゴルフ場		 債務者代理人

平成総合サービス	 山梨県	 民事再生	 非上場	 142億円	 ゴルフ場	 債務者代理人

大同門	 大阪府	 民事再生	 非上場	 130億円	 飲食業		 債務者代理人

宮崎冨士工	 宮崎県	 民事再生	 非上場	 126億円	 ゴルフ場	 債務者代理人

サンタ軽金属工業	 長野県	 民事再生	 非上場	 120億円	 製造業		 債務者代理人

日本アイコム	 広島県	 民事再生	 非上場	 120億円	 デベロッパー		 債務者代理人

利根地下技術	 東京都	 民事再生	 上場	 112億円	 建設業		 債務者代理人

キョウサン	 大阪府	 民事再生	 非上場	 105億円	 パチンコ	 債務者代理人

ニ幸機材	 長野県	 民事再生	 非上場	 81億円	 商社		 債務者代理人

東北エンタープライズ	 福島県	 民事再生	 上場	 79億円	 冷暖房設備工事業	 債務者代理人

空港エンタープライズ	 千葉県	 民事再生	 非上場	 77億円	 ゴルフ場		 債務者代理人

小原興業	 愛知県	 民事再生	 非上場	 72億円	 ゴルフ場		 債務者代理人

ユメックス	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 65億円	 電機部品製造		 債務者代理人

北海道国際航空	 北海道	 民事再生	 非上場	 60億円	 航空業		 債務者代理人

大旺造機	 高知県	 民事再生	 非上場	 60億円	 造船業	 債務者代理人

エスディ・コーポレーション	 東京都	 民事再生	 非上場	 60億円	 パチンコ	 債務者代理人

長野工業	 長野県	 民事再生	 非上場	 58億円	 建機製造		 債務者代理人

グランドエンタープライズ	 熊本県	 民事再生	 非上場	 58億円	 ゴルフ場	 債務者代理人

エスエスケー	 茨城県	 民事再生	 非上場	 55億円	 配線基盤製造		 債務者代理人

諏訪重機運輸	 長野県	 民事再生	 非上場	 51億円	 廃棄物処理業		 債務者代理人

きむら食品	 新潟県	 民事再生	 非上場	 50億円	 食品製造業	 債務者代理人

秀コーポレーション	 東京都	 民事再生	 非上場	 45億円	 建設業	 債務者代理人

サンピア博多	 福岡県	 民事再生	 非上場	 40億円	 商業施設運営	 債務者代理人

新和光商事	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 40億円	 飲食店等経営	 債務者代理人

エーエヌディー	 福岡県	 民事再生	 非上場	 40億円	 医療機器販売	 債務者代理人

カネ共三友冷蔵	 北海道	 民事再生	 非上場	 35億円	 水産加工	 債務者代理人

渋崎建設	 長野県	 民事再生	 非上場	 34億円	 建設業		 債務者代理人

オレンジライフ	 福岡県	 民事再生	 非上場	 30億円	 宅配、スーパー		 債務者代理人

飾一	 神奈川県	 民事再生	 非上場	 28億円	 正月飾り等製造	 債務者代理人

エーピー建設	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 24億円	 不動産業	 債務者代理人

ピーター商事	 福井県	 民事再生	 非上場	 20億円	 子供服小売り	 債務者代理人

新興製靴工業	 東京都	 民事再生	 非上場	 20億円	 婦人靴製造	 債務者代理人

昭和医科工業	 愛知県	 民事再生	 非上場	 20億円	 医療機器の製造販売	 スポンサー代理人

ラポール	 東京都	 民事再生→破産	 非上場	 18億円	 インテリアフラワー販売	 債務者代理人

墨東建材	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 15億円	 建築金物製造	 債務者代理人
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	 社名	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 　業種	 　立場

ヤナバ	 長野県	 民事再生	 非上場	 13億円	 スキー場		 債務者代理人

サイトウ	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 13億円	 金属加工	 債務者代理人

秩父管材	 東京都	 民事再生	 非上場	 12億円	 商社		 債務者代理人

マルタ	 長野県	 民事再生	 非上場	 11億円	 衣服卸売		 債務者代理人

コルネット	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 10億円	 倉庫		 債務者代理人

三善工業	 石川県	 民事再生	 非上場	 10億円	 精密部品製造	 債務者代理人

サンタエレクトロニクス	 新潟県	 民事再生	 非上場	 10億円	 製造業	 債務者代理人

大成機電販売	 埼玉県	 民事再生	 非上場	 10億円	 電子部品製造	 債務者代理人

エクス・ツールス	 福岡県	 民事再生	 非上場	 9億円	 ソフトウエア		 債務者代理人

ＡＯＩ	 山口県	 民事再生	 非上場	 7億円	 建設業		 債務者代理人

医療法人社団文寿会	 東京都	 破産→民事再生	 非上場	 6億円	 病院・医療	 管財人

平林ビル	 神奈川県	 民事再生	 非上場	 6億円	 不動産	 債務者代理人

オーブコムジャパン	 東京都	 民事再生	 非上場	 5億円	 通信サービス		 債務者代理人

升善	 栃木県	 民事再生	 非上場	 5億円	 食品製造業	 債務者代理人

小井沼	 栃木県	 民事再生	 非上場	 5億円	 食品卸売業	 債務者代理人

新生電気	 長野県	 民事再生	 非上場	 5億円	 製造業	 債務者代理人

ササキストア	 福岡県	 民事再生	 非上場	 4億円	 宅配、スーパー	 債務者代理人

トラストイノベーション	 群馬県	 民事再生	 非上場	 4億円	 倉庫運営	 債務者代理人



２　私的整理
　私的整理につきましては、会社側代理人あるいは専門家アドバイザーとして関与した案件のみ、その一例を掲載しております。スポンサー代理人や

債権者代理人として関与した案件も多数ありますが、以下では記載を割愛しております。

	 業種等	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 立場

消費者金融業	 東京都	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

金融	 東京都	 私的整理	 非上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

自動車製造業	 東京都	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

ゼネコン	 東京都	 私的整理GL	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

建設業	 東京都	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

不動産	 東京都	 私的整理	 非上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

建設業	 東京都	 私的整理GL	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

デベロッパー	 東京都	 事業再生ADR	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

人材派遣	 東京都	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

造船業	 東京都	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

造船業	 広島県	 私的整理	 非上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

製造業	 群馬県	 私的整理	 上場	 1,000億円以上	 会社側代理人

飲食業	 東京都	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

小売業	 宮城県	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

建設業	 群馬県	 私的整理GL	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

小売業	 北海道	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

メーカー	 東京都	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

サービス業	 東京都	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

不動産業	 東京都	 事業再生ADR	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

ノンバンク	 福岡県	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

ノンバンク	 福岡県	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

食品製造業	 埼玉県	 事業再生ADR	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

建設業	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

建設業	 新潟県	 私的整理GL	 非上場	 100億円以上	 専門家アドバイザー

デベロッパー	 東京都	 事業再生ADR	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

運送業	 大阪府	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

通信業	 宮城県	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

発電業	 岩手県	 私的整理GL	 非上場	 100億円以上	 専門家アドバイザー

運輸業	 熊本県	 私的整理（IRCJ）	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

運輸業	 東京都	 私的整理（DES）	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人
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	 業種等	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 立場

不動産業	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

ゴルフ場	 群馬県	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

音響機器	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

製造業	 神奈川県	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

エネルギー	 東京都	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

食品輸入業	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

海運業	 宮崎県	 私的整理（REVIC）	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

資材販売業	 神奈川県	 私的整理	 上場	 100億円以上	 会社側代理人

デベロッパー	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

システム開発	 東京都	 私的整理	 非上場	 100億円以上	 会社側代理人

携帯電話販売業	 大阪府	 事業再生ADR	 非上場	 100億円以上	 手続実施者

建設業	 高知県	 RCCスキーム	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

ゴルフ場	 千葉県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

造船業	 北海道	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

不動産・金融	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

運輸業	 高知県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

製造業	 群馬県	 私的整理（ETIC）	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

薬局	 群馬県		 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

小売業	 宮城県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

福利厚生サービス	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

製造業	 埼玉県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 専門家アドバイザー

スーパー	 滋賀県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

スーパー	 京都府	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

建設業	 広島県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

飲食業	 広島県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

飲食業	 福岡県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

製造業	 京都府	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

不動産	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

家具製造業	 岐阜県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

運輸業	 福岡県	 私的整理　	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

自動車学校	 福島県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

酒造業	 福島県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

ホテル	 静岡県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

不動産	 熊本県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

不動産	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

食品製造業	 広島県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人
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	 業種等	 所在地	 手続	 上場・非上場	 負債総額	 立場

建設機械レンタル	 東京都	 私的整理	 上場	 10億円以上	 会社側代理人

運輸業	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

運輸業	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

人材サービス業	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

人材派遣業	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

小売業	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

レジャー産業	 兵庫県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

卸売業	 兵庫県	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

金属加工業	 埼玉県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

機械メーカー	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

システム開発・販売業	 福岡県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

建設業	 茨城県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

旅館業	 長野県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 専門家アドバイザー

小売業	 埼玉県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

水産養殖業	 愛媛県	 私的整理（REVIC）	 非上場	 10億円以上	 専門家アドバイザー

不動産業	 広島県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

小売業	 埼玉県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 専門家アドバイザー

スーパー	 東京都	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

化学製品製造業	 埼玉県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

運輸業	 東京都	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

スーパー	 広島県	 事業再生ＡＤＲ	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

建設業	 岩手県	 私的整理	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

飲食業	 福岡県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円以上	 会社側代理人

旅館	 静岡県	 私的整理	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

木材卸売	 栃木県	 私的整理	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

機械メーカー	 埼玉県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

造園業	 東京都	 私的整理	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

介護事業	 岩手県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円未満	 専門家アドバイザー

食品製造業	 岩手県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円未満	 専門家アドバイザー

食品製造業	 兵庫県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

自動車整備業	 埼玉県	 私的整理（REVIC）	 非上場	 10億円未満	 会社側代理人

旅館業	 長野県	 中小企業再生支援協議会	 非上場	 10億円未満	 専門家アドバイザー

MORI HAMADA & MATSUMOTO
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Turnaround & 
Restructuring 

Practice

企業再生プラクティスグループ
主要メンバーのご紹介

企業再生プラクティスグループでは、実務経験豊かなメンバーが、定期的に意見

交換を行い、国内、国外を問わず、法令改正や実務の動向などの最先端の情報、

案件を通じて蓄積されたノウハウの共有を図っております。本プラクティスグ

ループの主なメンバーをご紹介いたします。

MORI HAMADA & MATSUMOTO
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事業再生、危機管理、M&A、訴訟・紛争等を主要取扱業
務とする。民事再生法の制定に関与し、再生手続における
商取引債権者の全額保護や、日本初の債務超過の上場会
社における会社分割を活用した事業再生に取り組むなど、先
駆的な事案を数多く手掛けている。1990年代の金融危機
以降、事業再生の分野において常に第一線で活躍し、上場
会社の事業再生ADR手続を活用した再生や会計不祥事等
の危機管理に端を発した事業再生など、日本におけるトップ
クラスの実績と経験を有する。日本経済新聞社による「企
業法務・弁護士アンケート調査」の「事業再生・倒産法部門」
弁護士ランキング第1位。Chambers	Asia、Legal	500
等受賞歴多数。【主な著書・論文】『倒産法全書（上）（下）〔第
2版〕』（商事法務	2014年、監修）、『企業再生の法務〔改訂
版〕』（金融財政事情研究会	2012年、監修）、『DES・DDS
の実務〔第3版〕』（金融財政事情研究会	2009年）ほか多数

【経歴】
1985年	 岡山県立倉敷天城高等学校卒業
1989年	 東京大学法学部卒業
1998年	 森・濱田松本法律事務所パートナー
2007年	 同マネージングパートナー
2010年	 経済産業省「事業再生に係るDES研究会」メンバー

事業再生実務家協会常議員
事業再生研究機構会員
文部科学省学校法人運営調査委員

藤原 総一郎
Soichiro Fujiwara

パートナー

1991年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属

tel. 03-5223-7729　　 soichiro.fujiwara@mhm-global.com

Soichiro Fujiwara / Partner

事業再生/倒産、訴訟・仲裁/紛争解決を主要取扱業務と
する。特に国際的な案件を多く手掛け、日本企業の代理と
ともに、外国倒産手続の日本における承認援助手続におけ
る代理や、米国のChapter	11手続に関する助言等にも対
応する。また、大型及び国際的な破産管財事件において、
東京地方裁判所から破産管財人に選任されている。
【主な著書・論文】「The	Legal	 500:	 2nd	Edition	
Restructuring	&	Insolvency	Comparative	Guide」
（The	In-House	Lawyer、2018年、共著）、「Japan	Law	
and	Practice」（Chambers	Global	Practice	Guides	
International	Arbitration		2019、共著）、『わかりやすい
国際仲裁の実務』（別冊	NBL	No.167、2019年）、『わか
りやすい米国民事訴訟の実務』（商事法務	2018年、共著）
ほか多数

【経歴】
1991年	 都立八王子東高等学校卒業
1996年	 東京大学法学部卒業
2004年	 シカゴ大学ロースクール修了
2004年	 Fulbright	&	Jaworski法律事務所（ヒューストンオフィス）	
	 にて執務
2007年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

Tokyo	Chambers　会員
一般社団法人日本国際紛争解決センター　アドバイザリーボード委員

関戸　麦
Mugi Sekido
パートナー

1998年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属
2005年	ニューヨーク州弁護士登録
	 ニューヨーク州弁護士会所属

tel. 03-5223-7759　　 mugi.sekido@mhm-global.com

Mugi Sekido / Partner

MORI HAMADA & MATSUMOTO
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事業再生、M&A、訴訟、事業承継（相続を含む）を主要取
扱業務とする。特に、再生型のM&Aにおいて、債務者側、ス
ポンサー側いずれの立場でも豊富な実績を有している。米
国、中国等をはじめ、外国企業をスポンサーとする事件も多
く経験している。債権者代理人として会社更生・管理型民
事再生の申立てを行う、債権者更生計画案（再生計画案）
の提出を行う等、債権者代理人として再生案件に関与する
ことも多く、それらを通じた債権回収にも豊富な実績を有し
ている。【主な著書・論文】『あるべき私的整理の実務』（民
事法研究会	2014年、共著）、『倒産法全書（上）（下）〔第2版〕』	
（商事法務	2014年、共著）、『企業再生の法務〔改訂版〕』	
（金融財政事情研究会	2012年、共著）、『書式民事再生の
実務〔全訂3版〕』（民事法研究会	2007年、共著）、『M&A・
事業再生用語事典』（日経BP社	2006年、共著）、『早わか
り企業再生』（日本経済新聞社	2003年、共著）ほか多数

【経歴】
1993年	 慶應義塾高等学校卒業
1997年	 慶應義塾大学法学部卒業
2008年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構会員
倒産再生法実務研究会会員
東京弁護士会倒産法部会員井上 愛朗

Airo Inoue
パートナー

2000年	弁護士登録
	 東京弁護士会所属

tel. 03-5223-7744　　 airo.inoue@mhm-global.com

Airo Inoue / Partner

事業再生、訴訟、M&A、会社法、コンプライアンス等を主
要取扱業務とする。事業再生ADR、私的整理ガイドライン
や中小企業再生支援協議会スキーム等の私的整理案件、
民事再生等の法的整理案件等に豊富な実績と経験を有し
ており、特に、地域金融機関をメインバンクとする地域中核
企業から中小企業の再生案件に数多く関与している。また、
金融機関のアドバイザーとして、私的整理におけるDES・
DDS等の設計・活用等も多く手掛けている。
【主な著書・論文】『DES・DDSの実務〔第3版〕』（金融財
政事情研究会	2014年、共著）、『倒産法全書（上）（下）〔第
2版〕』（商事法務	2014年、共著）、『企業再生の法務〔改訂
版〕』（金融財政事情研究会	2012年、共著）、『経営者保証
ガイドラインと融資実務』（銀行研修社	2014年、共著）、「持
続可能な公共交通の再構築の実現と地方創生」（事業再
生と債権管理	153号、2016年、共著）ほか多数

【経歴】
1994年	 筑波大学附属駒場高等学校卒業
1999年	 東京大学法学部卒業
2009年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構会員
中小企業倒産防止共済制度研究会委員

山崎 良太
Ryota Yamasaki

パートナー

2000年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属
2015年	税理士登録
	 東京税理士会所属

tel. 03-5223-7790　　 ryota.yamasaki@mhm-global.com

Ryota Yamasaki / Partner

MORI HAMADA & MATSUMOTO
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事業再生、訴訟、紛争解決、会社法務、アジア業務等を主要
取扱業務とする。国内外の幅広い分野における事業再生/
倒産案件、紛争案件、コンプライアンス案件を15年以上手掛
けている。海外の大企業の日本国内における事業再生/倒
産案件、国際的な日本企業の国際倒産案件等の経験も豊富
である。2015年1月より、森・濱田松本法律事務所シンガポー
ルオフィスにて、アジアにおける事業再生/倒産、紛争・コンプ
ライアンス案件を担当している。【主な著書・論文】『企業危	
機・不祥事対応の法務〔第2版〕』（商事法務	2018年、共著）、
「An	overview	of	Japanese	insolvency	proceedings:	
Recent	 trends	 and	 practice	 points」（Global	
Insolvency	&	Restructuring	REVIEW	2010/11、
2010年、共著）、「What	Should	A	Foreign	Business	
Do	 If	 Its	 Japanese	Counterparty	Petitions	For	
Insolvency?」（Corporate	Counsel、2009年）ほか多数

【経歴】
1995年	 アーマンドハマーユナイテッドワールドカレッジ卒業
1999年	 京都大学法学部卒業
2001年	 京都大学大学院法学研究科修士課程修了
2006年	 ミシガン大学ロースクール修了
2006年	 Kirkland	&	Ellis法律事務所（ロサンゼルスオフィス）にて	
	 執務（～2007年）
2007年	 国際協力機構（JICA）のカンボジア法制度整備支援
	 プロジェクト法律アドバイザー（～2008年）
2013年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

眞鍋 佳奈
Kana Manabe

パートナー

2002年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属
2007年	ニューヨーク州弁護士登録
2014年	シンガポール外国法弁護士登録

tel. 03-5220-1829（東京） +65-6593-9762（シンガポール） +95-1-255137（ヤンゴン）　 kana.manabe@mhm-global.com

Kana Manabe / Partner

事業再生/倒産、訴訟/紛争解決、M&A/企業再編を主要取
扱業務とする。事業再生ADR、私的整理ガイドライン、中小
企業再生支援協議会、民事再生、会社更生等の再生案件につ
いて、債務者・債権者・スポンサー等の代理人を数多く務めて
いる。特に、中小企業を含めた地方案件について豊富な実績
と経験を有しており、2013年からは福岡オフィス代表として西
日本（主に中国・九州）の再生案件を多数手掛けている。【主な
著書・論文】『書式	民事再生の実務〔全訂四版〕』（民事法研
究会	2014年、編著）、『倒産法全書（上）（下）〔第2版〕』（商事
法務	2014年、共著）、『企業再生の法務』（金融財政事情研究
会	2012年、共著）、『Q&A	民事再生法の実務』（新日本法規
出版、共著）、『早わかり企業再生』（日本経済新聞社	2003年、
共著）、「上場不動産会社の事業再生ADR」（季刊事業再生
と債権管理	No.129、2010年、共著）、「民事再生会社の実務」
（会計・監査ジャーナル	Vol.21	No.2、2009年）ほか多数

【経歴】
1995年	 ラ・サール高等学校卒業
1999年	 東京大学法学部卒業
2010年	 森・濱田松本法律事務所パートナー
2013年	 弁護士法人森・濱田松本法律事務所福岡オフィス代表

事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構会員

信國 篤慶
Atsunori Nobukuni

パートナー

2001年	弁護士登録
	 東京弁護士会所属
2013年	登録換
	 福岡県弁護士会所属
2015年	税理士登録
	 九州北部税理士会所属

tel. 092-739-8142（福岡）  03-5220-1809（東京）　 atsunori.nobukuni@mhm-global.com

Atsunori Nobukuni / Partner
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事業再生、訴訟／債権回収、危機管理、M&A等を主要取扱
業務とする。日本各地における事業再生ADRや中小企業再
生支援協議会スキーム等といった私的整理、民事再生や会
社更生といった法的整理において債務者代理人として豊富な
実績と経験を有するほか、債権者代理人やスポンサー代理人
等としても多数の案件に関与しており、事業再生案件に多角
的な視点で取り組んでいる。Asialaw	Leading	Lawyers,	
Best	Lawyers	in	Japan等受賞。【主な著書・論文】『私的
整理の理論・実務と書式―法的整理への移行、労務、登記、
税務まで―』（民事法研究会	2019年、共著）、『DES・DDS
の実務〔第3版〕』（金融財政事情研究会	2014年、共著）、	
『倒産法全書（上）（下）〔第2版〕』（商事法務	2014年、共著）、
『企業再生の法務〔改訂版〕』（金融財政事情研究会	2012年、
共著）、「持続可能な公共交通の再構築の実現と地方創生」
（事業再生と債権管理	153号、2016年、共著）ほか多数

【経歴】
1995年	 東京学芸大学附属高等学校卒業
1999年	 早稲田大学法学部卒業
2012年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構会員
倒産実務家日本協会会員

稲生 隆浩
Takahiro Inou

パートナー

2003年	弁護士登録
	 東京弁護士会所属
2015年	税理士登録
	 東京税理士会所属

tel. 03-5220-1857　　 takahiro.inou@mhm-global.com

Takahiro Inou / Partner

事業再生/倒産、訴訟・仲裁等の紛争解決を主要取扱業務
とする。国内外に跨る事業再生・倒産事件において、スポン
サー、債権者、債務者等の幅広いステークホルダーを代理
し、また、助言等を行う。会社更生中の会社のインハウス弁
護士としての勤務経験がある。外国倒産手続の日本におけ
る承認援助手続における代理の経験も有する。国際的な
倒産実務家の組織であるthe	NextGen	Leadership	
Program	(Class	V)	of	the	International	Insolvency	
Instituteに所属している。【主な著書・論文】『企業訴訟	
実務問題シリーズ	企業訴訟総論』（中央経済社	2017年、
共著）、『Legal	500	Restructuring	&	 Insolvency』	
（The	In-House	Lawyer	2017年、共著）、「Chambers	
Global	 Practice	Guides:	 Lit igation	 –	 Japan	
Chapter」（Chambers	Global	Practice	Guides:	
Litigation、2017年、共著）ほか多数

【経歴】
1997年	 麻布学園高校卒業
2002年	 東京大学法学部卒業
2010年	 デューク大学ロースクール修了
2010年	 Quinn	Emanuel	Urquhart	&	Sullivan法律事務所	
	 （ロサンゼルスオフィス）にて執務(～2011年）
2011年	 ソフトバンク株式会社にて勤務(～2012年）

横田 真一朗
Shinichiro Yokota

パートナー

2004年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属
2011年	ニューヨーク州弁護士登録

tel. 03-6212-8365　　 shinichiro.yokota@mhm-global.com

Shinichiro Yokota / Partner

MORI HAMADA & MATSUMOTO
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事業再生、訴訟、危機管理、M&A等を主要取扱業務とす
る。
上場企業から中小企業まで幅広い規模の企業の再建に関
与した豊富な経験と実績を有する。また、法的整理/私的
整理について満遍なく手続に精通しているほか、経営者保
証の処理についても多数の実績を有する。債務者代理人
のみならず、債権者やスポンサー等にアドバイスすることも
多い。
【主な著書・論文】『経営者保証ガイドライン実践活用
Q&A―担保・保証に依存しない融資はこう進める―』（銀
行研修社	2018年、共著）、『私的整理の実務Q&A140問
〔初版〕』（金融財政事情研究会	2016年、共著）、『担保権
消滅請求の理論と実務〔初版〕』（民事法研究会	2014年、
共著）、『企業再生の法務〔改訂版〕』（金融財政事情研究会	
2012年、共著）ほか多数

【経歴】
2000年	 筑波大学附属高等学校卒業
2004年	 東京大学法学部卒業
2006年	 東京大学法科大学院修了
2011年	 原子力損害賠償支援機構（現	原子力損害賠償・廃炉等支援	
	 機構）に出向（～2013年）
2013年	 株式会社地域経済活性化支援機構に出向（～2015年）
2019年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

松井 裕介
Yusuke Matsui

パートナー

2007年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8701　　 yusuke.matsui@mhm-global.com

Yusuke Matsui / Partner

事業再生、争訟・紛争解決、M&A等を主要取扱業務とする。
事業再生については、債務者、金融・取引債権者、スポンサー
等の様 な々立場でのアドバイザーとして豊富な経験を有して
いる。特に、米国・欧州・アジア等における事業再生及び債
権回収にも精通しており、クロスボーダーの事業再生につい
て数多くの実績を有する。【主な著書・論文】「International	
Comparative	 Legal	Guides	 :	 Restructuring	&	
Insolvency	2020	-	 Japan	Chapter」（International	
Comparative	 Legal	Guide	 -	 Restructuring	&	
Insolvency	2020、共著）、『私的整理の理論・実務と書式』
（民事法研究会	2019年、共著）、「Guide	to	Restructuring,	
Turnaround	and	Insolvency	in	Asia	Pacific	2019」
（Herbert	Smith	Freehills、2018年、共著）、『企業再生の
法務-実践的リーガルプロセスのすべて〔改訂版〕』（金融財
政事情研究会	2012年、共著）ほか多数

【経歴】
2001年	 愛知県立旭丘高等学校卒業
2005年	 東京大学法学部卒業
2007年	 東京大学法科大学院修了
2015年	 コーネル大学ロースクール修了
2015年	 McDermott	Will	&	Emery法律事務所（ワシントンD.C.	
	 オフィス）にて執務（～2016年）
2017年	 東京大学法学部非常勤講師（～2018年）
2020年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構会員
倒産実務家日本協会会員
International	Association	of	Restructuring,	 Insolvency	&	
Bankruptcy	Professionals	会員
東アジア倒産再建協会会員

浅井 大輔
Daisuke Asai

パートナー

2008年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属
2016年	ニューヨーク州弁護士登録

tel. 03-6266-8752　　 daisuke.asai@mhm-global.com

Daisuke Asai / Partner
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事業再生・倒産、訴訟・紛争処理、債権回収、コンプライアン
ス・危機管理等を主要取扱業務とする。
破産や民事再生、会社更生等の法的整理案件や、事業再
生ADR等の私的整理案件に多くの実績を有する。大口債
権者の代理人としての債権回収の経験やスポンサー側の
代理人としての助言の経験も豊富である。
【主な著書・論文】『私的整理の理論・実務と書式　―法的
整理への移行、労務、登記、税務まで―』（民事法研究会	
2019年、共著）、『業務場面でつかむ！民法改正で企業実
務はこう変わる』（第一法規	2018年、共著）、『企業訴訟実
務問題シリーズ　環境訴訟』（中央経済社	2017年、共著）、
『製品事故・不祥事対応の企業法務－実例からみた安全確
保・安心提供の具体策－』（民事法研究会	2015年、共著）、
『ケース・スタディ	消費者トラブル対応の実務[加除式］』（新
日本法規	2011年、共著）ほか多数

【経歴】
2001年	 三重県立津高等学校卒業
2005年	 慶應義塾大学法学部卒業
2007年	 東京大学法科大学院修了
2020年	 森・濱田松本法律事務所パートナー

川端 健太
Kenta Kawabata

パートナー

2008年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8743　　 kenta.kawabata@mhm-global.com

Kenta Kawabata / Partner

事業再生、訴訟、コンプライアンス、労務、海事等を主要取
扱業務とする。
私的整理案件及び法的整理案件等に豊富な実績と経験を
有しており、債務者のみならず、債権者、スポンサー、FA及
びファイナンス引受元等の代理人を多く務めるほか、裁判
所依頼の破産管財事件の破産管財人、民事再生事件の監
督委員の立場による事件も多数担当するなど幅広い業務
に従事している。
【主な著書・論文】『倒産法全書（上）（下）〔第2版〕』（商事
法務	2014年、共著）、『企業再生の法務〔改訂版〕』（金融
財政事情研究会	2012年、共著）ほか多数

【経歴】
1996年	 筑波大学附属高等学校卒業
2000年	 慶應義塾大学法学部卒業
2020年	 森・濱田松本法律事務所カウンセル

濵　史子
Fumiko Hama

カウンセル

2001年	弁護士登録
	 東京弁護士会所属

tel. 03-5220-1802　　 fumiko.hama@mhm-global.com

Fumiko Hama / Counsel
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事業再生、訴訟、危機管理、M&A等を主要取扱業務と	
する。
私的整理、法的整理等の多数の事業再生・倒産案件におい
て、債務者、債権者、スポンサー等の様 な々立場から関与し、
豊富な実績と経験を有する。また、預金保険機構への出向
経験があり、金融機関の破綻処理に関する知見も有して	
いる。
【主な著書・論文】『私的整理の理論・実務と書式―法的整
理への移行、労務、登記、税務まで―』（民事法研究会	
2019年、共著）、『経営者保証ガイドライン実践活用Q&A
‐担保・保証に依存しない融資はこう進める－』（銀行研修
社	2018年、共著）、『Chartererの倒産時における傭船契
約の取扱いとOwnerの取り得る手段』（海事法研究会誌	
No.234、2017年、共著）、『担保権消滅請求の理論と実務』
（民事法研究会	2014年、共著）ほか多数

【経歴】
2000年	 大阪教育大学附属高等学校池田校舎卒業
2004年	 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
2007年	 東京大学法科大学院修了
2014年	 預金保険機構に出向（～2016年）
2020年	 森・濱田松本法律事務所カウンセル

田尻 佳菜子
Kanako Tajiri

カウンセル

2008年	弁護士登録
	 第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8731　　 kanako.tajiri@mhm-global.com

Kanako Tajiri / Counsel

事業再生、訴訟/紛争解決、労働訴訟、会社訴訟・非訟等を
主要取扱業務とする。35年半を裁判官として過ごし、その
うち約20年間を東京高裁・地裁で民事裁判を担当した。と
りわけ、事業再生の分野では、東京地裁商事部の部総括判
事としてDIP型会社更生手続の運用を開始するなど数多く
の会社更生事件、特別清算事件に関与し、その知識・経験
は豊富である。【主な著書・論文】「事業再生ADRから会
社更生手続に移行した場合の諸問題」（商事法務）、「会社
分割の濫用を巡る諸問題―『不患貧、患不均』の精神に立
脚して―」（判例タイムズ	1337号、2011年）、「会社更生事
件の最近の実情と今後の新たな展開―債務者会社が会社
更生手続を利用しやすくするための方策：DIP型会社更生
手続の運用の導入を中心に―」（NBL	895号、2008年、
共著）、「『私的整理ガイドライン等から会社更生への移行』
に対する検討」（NBL	886号、2008年）ほか多数

【経歴】
1968年	 岡山県立倉敷天城高等学校卒業
1972年	 中央大学法学部法律学科卒業
1979年	 東京地裁判事補（～1982年）
1993年	 司法研修所民事裁判教官（～1997年）
1997年	 東京地裁判事・部総括判事
	 （執行部・通常部・労働部・商事部・保全部）（～2010年）
2010年	 熊本地方裁判所長（～2012年）
2012年	 東京高裁部総括判事（～2014年）
2014年	 森・濱田松本法律事務所客員弁護士

事業再生実務家協会理事
東アジア倒産法研究会会員

難波 孝一
Kouichi Nanba

客員弁護士

2014年	弁護士登録
	 東京弁護士会所属

tel. 03-5223-7771　　 kouichi.nanba@mhm-global.com

Kouichi Nanba / Special Counsel
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2013年より金融庁にて各局幹部を歴任し、2018年企画市
場局長。この間、法制審議会幹事、内閣府企業再生支援機
構担当室次長及び地域経済再生支援機構担当室長等を兼
任。事業再生に関する紛争解決手続の更なる円滑化に関す
る研究会にオブザーバーとして関与。2019年退官。金融商
品取引法、課徴金制度、国外送金調書制度、資金決済法、預
金保険法、税法等多数の制度改正や企業再生・地域経済再
生支援関係業務に従事。【主な著書・論文】「金融資本市場
をめぐる当面の課題」（日本証券経済研究所、2019年）、『金
融商品取引法セミナー―開示制度・不公正取引・業規制編』
（有斐閣	2011年、共著）、『金融商品取引法セミナー―公開
買付け・大量保有報告編』（有斐閣	2010年、共著）、『新しい
公認会計士・監査法人監査制度―公正な金融・資本市場の
確保に向けて』（第一法規	2009年、共著）、『一問一答金融
商品取引法〔改訂版〕』（商事法務	2006年、共著）ほか多数

【経歴】
1978年	 愛知県立旭丘高等学校卒業
1983年	 東京大学法学部卒業
1983年	 大蔵省、金融庁にて勤務（～2019年）
2001年	 スタンフォード大学ロースクール修了
2020年	 森・濱田松本法律事務所客員弁護士

東京大学法学部・大学院法学政治学研究科特任教授

三井 秀範
Hidenori Mitsui

客員弁護士

2020年	弁護士登録
	 第一東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8763　　 hidenori.mitsui@mhm-global.com

Hidenori Mitsui / Special Counsel
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