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ウェルス・マネジメント
相続・事業承継
プラクティス
事業家・資産家の皆様の多様なニーズに対して、森・濱田松本法律事務所及び
MHM税理士事務所は、豊富な知識・経験や海外ネットワークを活用し、法務・税
務を統合した戦略的なアドバイスを提供しております。

事業家・資産家の多様なニーズに対する
ソリューションの提供
森・濱田松本法律事務所（弁護士法人 森・濱田松本法律事務所を含みます）及び
MHM税理士事務所（以下総称して「当事務所」といいます）では、非公開会社のオー
ナー経営者、上場企業の創業家大株主、個人資産家等の事業家・資産家の多様な
ニーズに応じたオーダーメイドのソリューションを提供しております。事業家・資産家の
クライアントの皆様のニーズは多岐に渡りますが、例えば以下のようなものがあります。

●

オーナー経営者の自社株に課される相続税への事前対策

●

オーナー企業グループにおける複数の後継者への事業承継の実行方法

●

オーナー企業グループの資本関係の再構築

●

ご子息へ遺される資産の安全な管理・運用

「争族」
の未然防止、遺言書の作成・保管・執行

●
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●

同族会社間の経営権争いにおける代理・交渉

●

海外投資に当たっての効率的なストラクチャーの検討

●

国境をまたいだ相続への対応

●

所得税・法人税・相続税の申告業務

●

相続税・贈与税調査対応

近年、我が国における相続税負担が増加していること、親族内で事業承継ができな
いケースが増えていること、人や資産の国境を超えた移動が容易になっていること、企業
にとっては生き残りをかけた海外進出が課題となっていること、組織再編税制や株式交
付制度の整備により様々な法的手法を活用した事業承継対策が可能になっていること
などを背景に、従前にも増して事業家・資産家の皆様における専門家によるサービスへ
のニーズが高まっています。
当事務所には、紛争解決はもちろん、国内/クロスボーダーのM&A/組織再編、信託、
資産税や国際課税等、幅広い分野について豊富な知識と経験を有する弁護士・税理士
がそれぞれ所属しており、これらのメンバーがウェルス・マネジメントプラクティスグルー
プとして法務・税務を統合したサービスを提供しております。
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法務・税務を統合した戦略的なアドバイス
事業家・資産家の皆様へのサービス提供にあたって、法務の観点からの検討はもち
ろんですが、税務の観点からの検討を抜きにしてはプランニングや問題解決は不可能と
いっても過言ではありません。これは、事業家・資産家の皆様にとって取引対象の資産
が高額であり、我が国における所得税・法人税・相続税・贈与税の税率が高いことに由
来しています。
弁護士、税理士等の専門家は、事業家・資産家の皆様のニーズに対して、
それぞれが
専門とする切り口のみからアドバイスを行うことが一般的であったように思われます。
しかし、実際にウェルス・マネジメントに関するプランニングや問題解決に当たる際、税
務と法務という別々の切り口から分析を加えるよりも、両者にバランスよく目を配り、総
合的検討を加えるというアプローチの方が、
より効果的であるといえます。
例えば、オーナー企業グループにおける後継者への事業承継の手段として組織再
編を実行する場合において、当該組織再編が相続税評価額に与える影響と、当該組
織再編が法的に実現可能かという点を、別々に検討することは、非常に効率が悪いとい
えます。
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当事務所では、
ウェルス・マネジメント業務に必要となる、会社法、M&A、信託等の
法分野を専門に取り扱う弁護士と、事業家・資産家が直面する税務問題に関する幅広
い実務経験を有する弁護士・税理士が一体となってクライアントの皆様へのサービス
の提供を行っています。具体的には、法務・税務上の影響やリスクに十分配慮したプラ
ンニングを行い、
また、
これらの検討結果を適切に反映したドキュメンテーションを行う
よう努めております。
当事務所は、課題の発見及びソリューションの提供の双方を求められる事業家・資
産家の皆様に対し、法務・税務を統合した戦略的なアドバイスをワンストップで提供で
きる数少ない専門家集団であると自負しております。
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当事務所が提供できるサービス例
事業承継対策
事業家・資産家の皆様は、保有資産のうちに自社株式の占める割合が多くなる傾向
がありますが、とくに非公開会社の場合は株式を換金することが難しいため、事前の
対策を行わないまま相続が生じた場合に、
自社株式の保有割合が崩れ、後継者におい
て経営権の確保が困難になったり、相続税の納税資金が不足したりするといった問題
が生じることがあります。
長年築きあげてきた資産・企業経営を後継者にスムーズに承継させることは、創業
家の皆様にとっては集大成ともいうべき大仕事です。
当事務所では、相続税・贈与税が絡む事業承継案件について豊富なプランニング
実績を有しており、税務の観点はもちろんのこと、法務、企業経営の観点を十分に踏ま
え、事業の後継者に対するスムーズな承継をサポートいたします。また、クライアントの
ご要望に応じ、プランニング後の税務申告も行います。具体的には、以下のような実績
（一例）
があります。
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» 合併、株式交換等の組織再編手法や株式交付制度を組み合わせた自社株対策
（ホールディング）
化の実施
» 持株会社
» 役員・従業員持株会を通じた自社株対策
» 組織再編を利用した資本構成の再構築による兄弟後継者間の事業分離
» 株式の信託設定による経営権の集約
» 遺言の作成を通じた安定的な事業承継
» 三角合併・三角株式交換を利用した国際的事業展開
» 納税猶予制度の活用・事業承継計画の策定についての相談・指導
» 株式現金化と経営関与を確保するための種類株式の活用
» 後継者らによる株主間契約の検討
» 財団法人や社団法人を活用した事業承継スキームの策定及び実行
» 相続税の申告業務
» 個人・法人へのタックス・ヘイブン対策税制への対応のための資本再構築
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資産保全のための信託等の利用
事業家・資産家の皆様のお悩みの1つとして、
自らの死後または資産の管理が十分に
できなくなった後において、残された家族が資産をきちんと管理していけるのかという
ことが挙げられます。例えば、相続人が年少であり、十分な資産管理能力を有しないと
思われるような場合は、資産の適正な管理及び相続人の生活保障のために、自らの財
産について信託を設定することが有用といえます。また、信託を用いることにより、第一
次受益者の死亡を期に第二次受益者に財産を移転するといった仕組みを構築するこ
とも可能となり（受益者連続信託）
、後世への財産承継に一定のルールを設けることも
できます。これは、例えば、前婚の子と再婚の配偶者がいる場合に、再婚の配偶者を
第一次受益者として財産を承継し、その後再婚の配偶者が亡くなったときは、あらかじ
め第二次受益者として指定しておいた前婚の子に受益権を取得させるといったケース
で利用することができます。
このように、信託は資産保全や後世への資産承継に有用なツールであるといえます
が、当事務所においては、事業家・資産家の皆様それぞれの家族構成や資産状況に最
も適した信託の仕組みをご提案することが可能です。また、当事務所は、海外における
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信託の設定、財団法人や社団法人を利用したスキームの策定及び実行等についてもア
ドバイスを行っております。

ファミリービジネスガバナンスの構築支援
日本の事業承継においては、伝統的に、特定の後継者に支配権を集約させることが
多く行われています。このような対策は経営の安定化には一定の効果がある一方で、
企業の規模等によっては相続人間で不公平感が醸成され、いわゆる争族の原因とな
ることもあります。また、集約の過程で行われる税務対策が、かえって企業価値を毀損
している例も散見されます。
当事務所では、ヨーロッパ型のファミリービジネスガバナンスの制度を参考に、比較
的大規模な非公開企業において、特定の後継者に支配権を集約させず、創業家ファミ
リー全体で企業を統治する新しい事業承継の仕組みの構築支援を行っています。
また、日本の創業家においても、いわゆる
「家訓」
や
「家憲」
という理念を共有すること
で、一族の結束がはかられてきた事例が見受けられますが、当事務所では、そのような
理念を法的枠組みに落とし込み、創業家が一体となって事業をさらに発展させるため
のアドバイスも行っております。
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日本居住者による海外投資に関してのアドバイス
近年、保有資産のリスクの分散化等の理由から、海外の不動産等に投資をされる事
業家・資産家の皆様が多くなっています。しかしながら、現地や日本の法制度・税制度
に対する理解が十分でないままに投資を実行した結果、期待した効果を得られない場
合が多々あります。
当事務所では、所得税や相続税をはじめとする税務上の効果を十分に踏まえた上
で、海外投資に関するアドバイスを行っております。

国際相続案件のサポート
ライフスタイルが多様化したことや、国外資産に対する投資が一般化したことから、
事業家・資産家の皆様にとって国際相続は身近な問題となりつつあります。国際相続
とは、国外に被相続人や相続人が居住している間に相続が発生した場合や、国外に不
動産や金融資産を有している被相続人に相続が発生した場合等に生じる相続問題を
いいます。
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国際相続は、相続人や被相続人の国籍・居住地または資産
（相続財産）
の所在地に
より適用される法律が異なるため、各国の法制度についての知識が必要となります。ま
た、国際的な相続税・遺産税等への対応が必要となります。
当事務所は、後述の海外ネットワークや、豊富な国際相続案件への対応経験に基づ
き、国際相続案件についてワンストップ・サービスを提供することが可能です。

外国居住の事業家・資産家の皆様への
日本向け投資に関してのアドバイス
近年では、外国居住の事業家・資産家の皆様からの相談も増加しております。
日本に投資を行うために税務の観点から効率のよいストラクチャーを検討するため
には、国内税法や租税条約について十分な検討が必要となります。また、非居住者が
日本に投資するに際しては、外為法・金商法・入管法等、様々な法規制の検討も当然必
要となります。
当事務所では、国際的な法務及び税務の双方に配慮したストラクチャーに関するア
ドバイスを提供しております。
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シンガポールオフィスに代表される
海外ネットワーク
近年、事業展開の拠点を海外に置くことを検討する企業は増加の一途を辿ってお
り、企業グループの統括機能を海外に移転させることも一般的となっております。森・
濱田松本法律事務所は、アジア現地における日本人弁護士によるサポートを必要と
されるクライアントの皆様のため、
シンガポールオフィスを含むアジア各地に海外オフィ
スを設けております。さらに、当事務所は、世界中に海外法律事務所とのネットワーク
を有しており、海外法律事務所と連携して各国の法務・税務サービスを提供すること
が可能です。

Best for Clients
当事務所では、身近な顧問税理士・弁護士では解決することが難しかった事業家・
資産家の皆様が抱える課題に対しても、各先端分野の専門家が一体となって最適な

Wealth Management

ソリューションを提案しています。また、当事務所では、Best for Clientsの精神に基

Practice

づき、クライアントの皆様に寄り添いながら、誠実かつ丁寧なコミュニケーションを図る
ことが何よりも重要と考えております。そのようなコミュニケーションを通じて、クライア
ントの皆様のニーズに十分即した、オーダーメイドのソリューションを提供させていただ
く所存です。
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Awards and Rankings
本プラクティスまたはプラクティスグループの弁護士が、受賞もしくはランキングされ
たものの一部をご紹介いたします。

Chambers
High Net Worth 2021

The Legal 500
Asia Paciﬁc 2021

Private Wealth Law分 野でBand 1

Private wealth分野でTier 1にランキングさ

にランキングされ、以下の弁護士が高い

れ、以下の弁護士がLeading individuals、

評価を受けました。

Next Generation Partnerに選ばれました。

Private Wealth Law

Private wealth

Leading individuals

Leading individuals

大石 篤史

大石 篤史

酒井

酒井

真

真

Next Generation Partner

小山

浩

Chambersとは:世界中の法律事務所と弁護士について、クライアント等からの聞き取り調査や案件の内容を基に評 価をする
Chambers & Partnersによるランキング調査。International In-house Counsel誌が2万人を超える企業内法律家を対象に実

施した調査において、51%がChambers & Partnersを法律事務所又は弁護士の評価を調べる際に最も使用すると回答している。
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Asia Business Law Journal
Japan's Top 100 Lawyers 2021
Wealth Management分野で以下の弁護士がJapan's Top 100 Lawyers 2021に選ばれました。

大石 篤史
The 12th Edition of The Best Lawyers in Japan™
Best Lawyers®による、The 12th Edition of The Best Lawyers in Japan™に
以下の弁護士を含む120名が選ばれました。

大 石 篤 史（Tax Law、Corporate and M&A Law）
小 林 卓 泰（Banking and Finance Law、Energy Law、Project Finance and Development Practice、Structured Finance Law）
武 川 丈 士（International Business Transactions、Real Estate Law、Structured Finance Law）
井 上 愛 朗（Insolvency and Reorganization Law）
山 崎 良 太（Insolvency and Reorganization Law）
小 島 義 博（Corporate and M&A Law、International Business Transactions）
信 國 篤 慶（Litigation）
酒 井 真（Tax Law）
小 山 浩（Tax Law）
栗 原 宏 幸（Tax Law）
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ウェルス・マネジメント
プラクティスグループ
主要メンバーのご紹介
森・濱田松本法律事務所及びMHM税理士事務所のメンバーで構成されるウェ
ルス・マネジメント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、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。
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Atsushi Oishi / Partner
ウェルス・マネジメント、M&A・組織再編、税務を主要取扱
業務とする。ウェルス・マネジメントに関しては、事業承継等
の法務・税務について総合的なアドバイスを提供しているほ
か、税 務 調 査 対 応・不 服申立ての 代 理を務めている。
Chambers High Net Worth、Chambers Global、
Chambers Asia - Pacific、The Legal 500、IFLR

大石 篤史
Atsushi Oishi
パートナー
1998年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2004年 ニューヨーク州弁護士登録
2006年 税理士登録
（2015年 再登録）

1000、Who's Who Legal: Global、Who's Who
Legal: Japan、Asialaw Profiles、The Best Lawyers
in Japan、Japan's Top 100 Lawyers、日本経済新聞
「企業法務・弁護士調査」/税務部門（企業が選ぶ弁護
士ランキング）
等、受賞歴多数。
『変わる事業承継』
（日本経

【経歴】
1996年 東京大学法学部卒業
2003年 ニューヨーク大学ロースクール修了
2003年 Weil, Gotshal & Manges法律事務所（ニューヨークオフィス）
にて執務
（～2004年）
2007年 経済産業省
「MBO取引等に関するタスクフォース」
メンバー
2013年 経済産業省
「タックスヘイブン対策税制及び無形資産に関す
る研究会」
委員
2016年 早稲田大学「国際ファミリービジネス総合研究所」
招聘研究員
（～現在）
2018年 公益社団法人日本証券アナリスト協会「PB職業倫理等審査
委員会」
委員
（～現在）
2018年 公益社団法人日本証券アナリスト協会「PB教育委員会」委員
（～現在）

済新聞出版社 2019年、共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系
企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務』
（商事法務
2018年、共著）
等、著書・論文多数。

東京税理士会所属
2018年 経営革新等支援機関認定

tel. 03-5223-7767

a
 tsushi.oishi@mhm-global.com

Yoshihiro Kojima / Partner, Representative of Nagoya Office
主要取扱業務はM&A及び税務。税務に関しては、
ウェルス・
マネジメント業務、事業承継のプランニング、M&A・組織再
編関連のタックスプランニング、税務調査対応及び不服申立
てなどを取り扱う。Chambers Global、Chambers Asia Pacific、The Best Lawyers in Japan（Corporate and
M&A Law）
、Asia Law & Practice、Tax Directors

小島 義博

Yoshihiro Kojima
名古屋オフィス代表
パートナー
2001年 弁護士登録
東京弁護士会所属
2007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
2015年 愛知県弁護士会所属
2016年 税理士登録
名古屋税理士会所属
（CFE）
登録
2016年 公認不正検査士

【経歴】
2000年 東京大学法学部卒業
2006年 コロンビア大学ロースクール修了
2006年 Simpson Thacher & Bartlett法律事務所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務（～2007年）
2015年 弁護士法人 森・濱田松本法律事務所 名古屋オフィス代表就任
2016年 名古屋大学法科大学院非常勤講師
（金融商品取引法）
（〜現在）

Handbook等、受賞歴多数。主な著書・論文に、
『取引ス
キーム別 契約書作成に役立つ税務知識Q&A［第2版］
』
（中央 経済 社 2018年、共著）
、
『M&A法大系 』
（有斐閣
2015年、共著）
『
、税務・法務を統合したM&A戦略
［第2版］
』
（中央経済社 2015年、共著）
、
「タックス・ヘイブン対策税制
を巡る最新裁判例詳解〈1〉
〈2〉
」
（月刊国際税務 Vol.35、
2015年、共著）
、Japan - Tax transparency of a foreign
「
entity in Japan」
（International Mergers & Acquisitions
Review 2012年、共著）
等多数。

tel. 052-446-8650（名古屋）03-5220-1805（東京） y
 oshihiro.kojima@mhm-global.com

M ORI H AMADA & M ATSUMOTO
- 12 -

Takahiro Inou / Partner
事業承継を含むM&A・組織再編、及び遺産分割事件や税
務訴訟を含む紛争解決を主要取扱業務としている。
経営権争いなどの
「争族」
が発生した事案において代理人と

【経歴】
1999年 早稲田大学法学部卒業
2015年 国土交 通省「地域 産 業としての自動車関連 事 業のあり方
WG」
メンバー

して紛争を解決するといった業務にも豊富な経験も有して
おり、その経験や知識をもとに、将来の紛争を未然に防ぐ
ための対策を検討し、円滑な事業の承継、財産の承継を実

稲生 隆浩

Takahiro Inou
パートナー

現するためのアドバイスを、法務、税務の観点から提供して
いる。著書として、
『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）
等多数。

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

t akahiro.inou@mhm-global.com

Makoto Sakai / Partner
ウェルス・マネジメント、税務及びM&Aを主要取扱業務とす
る。ウェルス・マネジメントに関しては、国内・クロスボーダー
の事業承継対策や、相続対策・税務調査対応を数多く手掛
ける。東京国税局調査第一部において国際調査審理官とし
て執務した経験を踏まえ、税務の観点からも、実務的な視点
で案件に取り組んでいる。Chambers High Net Worth

酒井

真

Makoto Sakai
パートナー
2004年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2010年 ニューヨーク州弁護士登録
2015年 税理士登録
東京税理士会所属

2021、The Legal 500やPrivate wealth部門等で選出。

【経歴】
2003年 東京大学法学部卒業
2009年 コーネル大学ロースクール修了
2009年 Gibson, Dunn & Crutcher法律事務所（ロサンゼルス
オフィス）
にて執務（～2010年）
2011年

東京国税局調査第一部調査審理課にて国際調査審理官として
執務（～2013年）

2016年

著作は、
「タックス・ヘイブン対策税制を巡る最新裁判例詳

財務省委託調査「諸外国における相続税回避への対応策に関
する調査」
担当

解〈1〉
〈2〉
」
（月刊国際税務 Vol.35、2015年、共著）
、
『設
例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務
と税務』
（商事法務 2018年、共著）
、
『変わる事業承継』
（日本 経 済 新 聞 出 版 社 2019年、共 著）
、
『International
Comparative Legal Guide - Private Client 2021 Japan Chapter』
（Global Legal Group 2021年、共著）
、
『M&A法大系』
（有斐閣 2015年、共著）
等、多数。

tel. 03-6212-8357

m
 akoto.sakai@mhm-global.com
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Hiroshi Oyama / Partner
当事務所に入所以来、主として、税務、ウェルス・マネジメン
ト、M&Aを取り扱っている。特に、税務では、タックスプラ
ンニング 及び 税 務 訴 訟 の案 件に数 多く従 事している。
2014年にアメリカのTax Analysts誌 が 主 催した論 文
コンテストにおいて、執筆した論文「Countering BEPS:
Preventing Abusive Commissionaire Arrangements」

小山

浩

Hiroshi Oyama
パートナー
2007年 弁護士登録
香川県弁護士会所属

が受賞。著作は、
『ウェルス・マネジメントの法務・税務』
（税
務経理協会 2020年、共著）
、
『
「取引」の実態からみる 税

【経歴】
2001年 早稲田大学法学部卒業
2003年 早稲田大学法学研究科修了
2006年 中央大学法科大学院修了
2014年 ミシガン大学ロースクール
（International Tax LL.M.）
修了
2016年 東京国税局調査第一部調査審理課へ国際調査審理官として
出向
（〜2018年）
2020年 弁 護 士 法 人 森・濱田 松 本 法 律 事 務 所 高 松オフィスを
立ち上げ、
代表に就任

務調査のポイントQ&A』
（第一法規 2018年）
、
『租税法に
おける財産評価の今日的理論問題「法人税における財産評
価の今日的問題」
』
（日税研論集 2016年3月）
、
『税務・法務
を統合したM&A戦略［第2版］
』
（中央経済社 2015年、共
著）
、
「特 殊な業 界における事 業 承 継 」
（税 経 通信連 載
2020年7月～2021年7月）
等、多数。

tel. 087-802-4491（高松）03-6266-8589（東京） hiroshi.oyama@mhm-global.com

Hiroyuki Kurihara / Partner
税務、M&A、買収ファイナンスを主要取扱業務とする。税
務では、事業承継等のプランニングのほか、税務調査対応、
税務訴訟に従事。米国のスタンフォード大学ロースクールを
卒業後、ニューヨーク大学ロースクールで国際租税の見識
を深める。同大学の国際租税プログラムにて最優秀の評
価を受け、Flora S. and Jacob L.Newman Awardを

栗原 宏幸

Hiroyuki Kurihara
パートナー

受賞。事業承継に関する近時の著書・論文として、
『設例で
学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と

【経歴】
2005年 東京大学法学部卒業
2007年 東京大学法科大学院修了
2011年 東京大学法科大学院非常勤講師
（民法）
（～2014年）
2015年 スタンフォード大学ロースクール修了
（LL.M. in Corporate Governance & Practice）
2016年 ニューヨーク大学ロースクール修了
（LL.M. in International Taxation）
2016年 Weil, Gotshal & Ma nges法律事務所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務

税務』
（商事法務 2019年、共著）
がある。ほか、著書・論文
多数。

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
公益社団法人日本証券
アナリスト協会 検定会員
2017年 税理士登録
東京税理士会所属

tel. 03-6266-8727

h
 iroyuki.kurihara@mhm-global.com
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Koyo Madokoro / Counsel Licensed Tax Accountant
法人税から所得税まで幅広い税務を取り扱っている。特に、 【経歴】
事業承継/相続対策のプランニングを得意としている。事
業承継については、株価算定や組織再編のストラクチャー
の策 定から実 行支 援まで数多くの実 績を有する。主な

2001年 成蹊大学法学部卒業
2001年 人材派遣会社を経て都内会計事務所にて執務
（～2010年）
2010年 朝日税理士法人にて執務
（～2016年）

著書・論文に、
『資本業務提携ハンドブック』
（商事法務
2020年、共著）
、
『変わる事業承継』
（日本経済新聞出版社

間所 光洋

Koyo Madokoro
カウンセル税理士

2019年、共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・
M&Aにおける法務と税務』
（商事法務 2018年、共著）
、
「多様化する事業承継手法の全体像」
（税経通信 vol.74/
No.7、2019年、共著）
等がある。

2011年 税理士登録
東京税理士会所属

tel. 03-6213-8129

k
 oyo.madokoro@mhm-global.com

Takafumi Okuda / Special Counsel
40年間にわたる裁判官経験を有し、主として民事訴訟関係
の事件を専門的に担当してきた。その間、東京地裁の裁判
長を約4年間、東京高裁の裁判長を約6年間勤め、また、東
京高裁での勤務は通算3回、合計約9年間に及び、多数の
著名事件にも関与した。東京高裁では、2年間、家事抗告
事件の集中部の裁判長も務め、数多くの親族関係及び相

奥田 隆文

Takafumi Okuda
客員弁護士
2016年 弁護士登録
東京弁護士会所属

続関係の事件を担当している。以上のような裁判官として
の豊富な経験に基づき、民事家事の各種紛争について総
合的なアドバイスを提供している。
『基本法コンメンタール
（民
事訴訟法1）
』
（日本評論社 2012年、共著）
、
『民事事実認
定重要判決50選』
（立花書房 2015年、編共著）
、
「民事執
行法制の見直しに関する要綱案について」
（会計・監査ジャー
ナル 2019年）
、
『変わる事業承継』
（日本経済新聞出版社
2019年、共著）
、
『企業訴訟の和解ハンドブック』
（中央経済
社 2020年、共著）
など民事関係の多数の著作がある。

tel. 03-6213-8131

【経歴】
1974年 京都大学法学部卒業
1976年 裁判官任官
（～2016年）
1985年 日本民事訴訟法学会会員
（～現在）
1992年 司法研修所教官
（民事裁判担当、～1998年）
1993年 司法試験考査委員
（民法、民事訴訟法担当、～1998年）
1998年 司法研修所事務局長
（～2002年）
2001年 文部科学省中央教育審議会専門委員
（～2002年）
2001年 日本法律家協会法曹養成問題委員会委員
（～2003年）
2002年 東京地裁・民事部総括判事
（～2006年）
2006年 司法試験委員会委員
（～2015年）
2007年 新潟地裁所長
（～2009年）
2009年 東京高裁・民事部総括判事
（～2015年）
2010年 司法試験委員会委員長代理
（～2016年）
2015年 横浜地裁所長
（～2016年）
2017年 厚生労働省疾病･障害認定審査会委員
（～現在）
2018年 交通事故紛争処理センター本部審査員
（～現在）
2018年 法科大学院認証評価委員会委員
（～現在）
2020年 武蔵野大学利益相反委員会委員
（～現在）

t akafumi.okuda@mhm-global.com

MHM TAX A DVISORY SERVICES
- 15 -

Yu Takahashi / Senior Associate
税務並びに国内及びクロスボーダーのM&A業務を主要取
扱業務として、企業法務に関連する案件を幅広く取り扱う。
その他、ファンドの組成及び運営、ベンチャー投資並びにこ
れらに付随して問題となる税務問題へのアドバイザリー業

【経歴】
2009年 東京大学法学部卒業
2011年 東京大学法科大学院修了
2020年 スタンフォード大学ロースクール修了
2020年 Shearman & Sterling外国法事務弁護士事務所
（ニューヨーク

務等の案件に従事している。著作は、
『税務・法務を統合し

オフィス）
にて執務（~2021年）

たM&A戦略
［第2版］
』
（中央経済社 2015年、共著）
「MBO
、

髙橋

悠

Yu Takahashi

における特別委員会の検証と設計（上）
（下）
」
（金融・商事
判例 No.1424-1425、2013年、共著）
等。

シニア・アソシエイト
2012年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8954

y
 u.takahashi@mhm-global.com

Takahiro Iijima / Senior Associate
税務／ウェルス・マネジメント、M&A ／組織再編、プライ
ベート・エクイティ／スタートアップ、金融規制を主要取扱業
務とする。クロスボーダー案件を含む富裕層案件、M&A ／
組織再編を数多く取り扱っているほか、税務調査対応や税
務争訟を担当している。関係する著作・論文として、
『ウェル

【経歴】
2012年 東京大学法学部卒業
2013年 東京大学法科大学院中退
（～2019年、2021年～）
2015年 東京大学法科大学院未修者指導講師
2018年 信託法学会
（～現在）
2020年 ハーバード大学ロースクール修了

ス・マネジメントの法務・税務』
（税務経理協会 2020年、共

飯島 隆博

Takahiro Iijima
シニア・アソシエイト
2014年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属
2021年 ニューヨーク州弁護士登録
公益社団法人日本証券

著）
、
『変わる事業承継』
（日本経済新聞出版社 2019年、
共著）
、
『Q&A タックスヘイブン対策税制の実務と対応』
（税務経理協会 2019年、共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系
企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務』
（商事法務
2018年、共著）
『税務訴訟』
、
（中央経済社 2017年、共著）
『税
務・法 務を統 合したM&A戦 略［第2版 ］
』
（中央 経 済 社
2015年、共著）
等、著書・論文多数。

アナリスト協会検定会員

tel. 03-6213-8101

t akahiro.iijima@mhm-global.com
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Yoshiko Yamakawa / Senior Associate
M&A、ウェルス・マネジメント及び個人情報保護を主要取
扱業務とする。税務関係の著書として、
『Q&A タックスヘ

【経歴】
2012年 東京大学法学部卒業

イブン対策税制の実務と対応』
（税務経理協会 2019年、
共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aに
おける法務と税務』
（商事法務 2018年、共著）
、
「役員のイ
ンセンティブ報酬に関する法務・税務の最新動向－平成30

山川 佳子

Yoshiko Yamakawa
シニア・アソシエイト
2014年 弁護士登録

年 における全 体 概 要と利 用 傾 向－」
（週刊税 務 通信
No.3506、2018年、共著）
、
「不動産売買契約」
（税務弘
報 Vol.64 No.5、2016年、共著）
、
『税務・法務を統合し
たM&A戦略［第2版］
』
（中央経済社 2015年、共著）等、
著書・論文多数。

第二東京弁護士会所属

tel. 03-6213-8125

y
 oshiko.yamakawa@mhm-global.com

Keiichi Bando / Senior Associate
ファイナンスと税務を主要取扱業務とする。ウェルス・マネ
ジメントに関しては、税務と金融規制の双方の専門的知見
が求められる案件を含む、幅広い案件に従事している。当

【経歴】
2012年 東京大学法学部卒業
2014年 東京大学法科大学院修了

事務所の入所以来、資産管理会社、財団法人、外国信託等
の設立や運営、創業者や大株主による上場株式等の取引
等に関与している。また、国際的な金融商品である外国籍

坂東 慶一

Keiichi Bando
シニア・アソシエイト
2015年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属

投資信託
（契約型・会社型）
、外国籍LPS、ユーロ債、航空機
リース等について、法務と税務の双方の知見を有している。
税務、
ウェルス・マネジメント関連の著作・論文として、
「租税
判例速報 収益事業と非収益事業の共通費用への該当性
及びその配賦基準―国税不服審判所裁決平成31・2・15」
（ジュリスト No.1542、2020年）
、
『Q&A タックスヘイブ
ン対策税制の実務と対応』
（税務経理協会 2019年、共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aにおける
法務と税務』
（商事法務 2018年、共著）
がある。

tel. 03-6266-8520

k
 eiichi.bando@mhm-global.com
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Yoshihiko Abe / Associate
ウェルス・マネジメント、税務、労働分野を主要な取扱業務と
する。ウェルス・マネジメント分野においては、一般的な株式
管理信託から比較的規模の大きなファミリーオフィスまで、

【経歴】
2013年 早稲田大学法学部卒業
2015年 東京大学法科大学院修了

幅広く仕組みの提案やその設立・運営等を取り扱っている
ほか、クロスボーダー税務も関連する案件も担当している。
ウェルス・マネジメント及び税務に関連する主な著作として

安部 慶彦

Yoshihiko Abe
アソシエイト

『特殊な業界における事業承継（第6回～第8回）
』
（税務通
信 2021年、共著）
、
『税理士のための合同会社の実務
（全9
回）
』
（税務弘報 2020年）
、
『Q&A タックスヘイブン対策
税 制の実 務と対 応 』
（税 務 経 理 協 会 2019年、共 著）
、
『取引スキーム別 契 約書 作成に役 立つ税 務 知識Q&A

2016年 弁護士登録
東京弁護士会所属

［第2版］
』
（中央経済社 2018年、共著）
、
「デラウェア州法に
おけるLPSの法 人性に関する一 考 察」
（税 研 第184号、
2015年）
。

tel. 03-6213-8161

y
 oshihiko.abe@mhm-global.com

Ko Ogata / Associate
ウェルス・マネジメント、税務、事業承継を含むM&A・組織
再編を主要取扱業務として企業法務全般に従事。ウェルス・
マネジメント、税務については、タックス・プランニング、税務

【経歴】
2015年 京都大学法学部卒業
2016年 京都大学法科大学院中退

調査・税務争訟対応等の経験も有する。主な著作は、
「米
国SPACによる日本企業買収の留意点」
（旬刊商事法務
2262号、2021年、共著）
、
「ストック・オプションを社外専門

緒方

航

Ko Ogata

アソシエイト
2017年 弁護士登録

家に付与する際の留意点」
（ビジネス法務 Vol.20 No.10、
2020年、共著）
、
「平成31年度税制改正のポイント」
（ビジ
ネス法務 Vol.19 No.4、2019年、共著）
、
「M&Aの選択肢
が大きく広がった 改正産業競争力強化法の法務・税務」
（旬刊経理情報 No.1523、2018年、共著）
。

第二東京弁護士会所属

tel. 03-5220-1838

k
 o.ogata@mhm-global.com

M ORI H AMADA & M ATSUMOTO
- 18 -

Takashi Harada / Associate
国内及びクロスボーダーの税務／ウェルス・マネジメント、事
業再生並びにM&Aを主要取扱業務とする。税務／ウェル

【経歴】
2017年 東京大学法学部卒業

ス・マネジメントでは、事業承継等のプランニングをはじめ、
税務調査対応、不服申立て、税務訴訟等も担当している。
関係する著作・論文として、
「医療法人における事業承継
（上）
（下）
」
（税経通信 Vol.75 No.10-11、2020年、共著）
、
「観

原田 昂

Takashi Harada
アソシエイト

光業界における事業承継－温泉旅館を中心に－」
（税経通
信 Vol.75 No.12、2020年、共著）
、
「学校法人における事
業 承 継－私 立学 校を中心に－（上）・
（下）
」
（税 経 通 信
Vol.76 No.2・No.3、2020年、共著）
等、著書・論文多数。

2018年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8512

t akashi.harada@mhm-global.com

Akihiro Yamada / Adviser Licensed Tax Accountant
日系多国籍企業に対するグローバル税務戦略、クロスボー
ダー組織再編等に係る税務アドバイスを行っている。4年
間大阪国税局で勤務した後、19年間大蔵省・財務省主税
局に勤務した。大蔵省・財務省主税局では、国際課税の企
画・立案、租税条約の締結及び法人税の企画・立案に携わ
り、近年の国際課税に関する改正、組織再編成・連結納税

山田 彰宏

Akihiro Yamada
顧問税理士
2008年 税理士登録
東京税理士会所属

の改正を行った。KPMG東京事務所では、グローバル税務
アドバイザリーにおいて、日系多国籍企業に対する税務アド
バイスを行った。主な著書・論文として、
『Q&A タックスヘ
イブン対策税制の実務と対応』
（税務経理協会 2019年、

【経歴】
1985年 新潟大学経済学部経済学科卒業
1985年 大阪国税局にて執務
（～1989年）
1989年 大蔵省・財務省 主税局にて執務
（～2008年）
2008年 KPMG税理士法人にて執務
（～2013年）
2011年 日本租税研究協会
「国際的組織再編等の課税問題検討会」
委員
2011年 経済産業省
「外国事業体課税研究会」
委員
2013年 山田税理士事務所開設
2013年 当事務所税務顧問
（〜現在）
2013年 日本租税研究協会
「国際課税実務検討会」
委員
2014年 日本租税研究協会
「通達等検討会」
専門家委員
（〜2018年）

共著）
、
『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aに
おける法務と税務』
（商事法務 2018年、共著）
、
「外国子会
社配当益金不算入制度の導入と企業行動」
（国際税制研
究 No.22、2009年）
等、多数。

tel. 03-5223-7770

a
 kihiro.yamada@mhm-global.com
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Hirotaka Murakami / Certified Public Accountant / Senior Associate Licensed Tax Accountant
税務及び会計を主要取扱業務とする。10年間東京国税局
に勤務した後、4年間有限責任監査法人トーマツにて勤務。
東京国税局では法人税、消費税、源泉所得税及び印紙税
等に関する税務調査を担当。有限責任監査法人トーマツ

【経歴】
2004年 東京国税局にて執務
（～2013年）
2009年 専修大学経済学部卒業
2013年 有限責任監査法人トーマツにて執務
（～2017年）
（～2019年）
2018年 日本公認会計士協会東京会 税務第二委員会委員

では、東証1部上場のマンションデベロッパー・設計コンサル
タント・EC事業等に対する会計監査、航空業・アパレルEC

村上 博隆

Hirotaka Murakami
公認会計士
シニア・アソシエイト税理士
2015年 公認会計士登録
2017年 税理士登録
東京税理士会所属

事業等に対する株式公開支援業務を経験。国税局・監査
法人での経験を踏まえ、税務・会計の両観点からアドバイス
を提供している。主な著書として、
『取引スキーム別 契約
書 作成に役 立つ税務知識Q&A［第2版］
』
（中央経済社
2018年、共著）
、
『Q&A タックスヘイブン対策税制の実務
と対応』
（税務経理協会 2019年、共著）
『設例で学ぶ
、
オー
ナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務』
（商
事法務 2018年、共著）
等。

tel. 03-6213-8137

h
 irotaka.murakami@mhm-global.com

Kenji Kato / Certified Public Accountant / Adviser Licensed Tax Accountant
税務、会計
（得意分野として組織再編、財団法人制度等）
を
主要取扱業務とする。大手証券会社ウェルス・マネジメント
部門において、相続・事業承継アドバイザリーの立場での豊
富な経験を有する。策定プランに関する総合的なアドバイ
ス実績多数。

【経歴】
1996年 名古屋大学経済学部卒業
2000年 中央青山監査法人にて執務
（〜2005年）
2005年 日興コーディアル証券株式会社
（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）
にて勤務
（〜2017年）
2017年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻
修士課程修了 経営法修士
2017年 当事務所税務顧問就任
（〜現在）

加藤 賢治

2021年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻
博士課程単位修得退学

Kenji Kato
公認会計士
顧問税理士

2005年 公認会計士登録
日本公認会計士協会東京会所属
2005年 一種証券外務員資格取得
2017年 税理士登録
東京税理士会所属

tel. 03-5223-7700

k
 enji.kato@mhm-global.com
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Yuko Maruyama / Senior Associate Licensed Tax Accountant
一般事業会社及び税理士法人で経験を積み、個人事業主
から上場企業まで幅広く取り扱う。法人・個人を問わず、税
務顧問申告業務、相続/事業承継対策・組織再編その他各
種プランニング、実行支援など多数の実績を有し、総合的な

【経歴】
1999年 中京大学経営学部経営学科卒業
2003年 東京IT会計専門学校名古屋校卒業
2003年 一般事業会社、税理士法人にて執務
（〜2008年）
2008年 税 理 士法 人山田＆パートナーズ名古屋オフィスにて執 務

視点からクライアントの課題解決に向けて業務に取り組ん

（〜2016年）

でいる。

丸山 木綿子
Yuko Maruyama

シニア・アソシエイト税理士
2007年 税理士登録
東京税理士会所属

tel. 03-6212-8312

y
 uko.maruyama@mhm-global.com

Takahiro Kobayashi / Partner
信託法を専門分野の一つとし、信託型ライツプラン、日本版
ESOP、自己信託による資産流動化等、信託の仕組みを活
用した数々の新種取引においてストラクチャー組成から契
約書作成まで一貫したアドバイスを行ってきた。近時はエ

【経歴】
1995年 東京大学法学部卒業
2002年 ニューヨーク大学ロースクール修了
2002年 Debevoise & Plimpton法律事務所（ニューヨークオフィス）
にて執務
（～2003年）

ネルギー・発電分野におけるファイナンス取引にも注力して
おり、国内外のクライアントに対し、匿名組合や一般社団法

小林 卓泰

人を用いた仕組みに関するアドバイスも提供している。

Takahiro Kobayashi
パートナー
1998年 弁護士登録
東京弁護士会所属
2003年 ニューヨーク州弁護士登録

tel. 03-5223-7768

t akahiro.kobayashi@mhm-global.com
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Takeshi Mukawa / Partner
シンガポールオフィス共同代表とヤンゴンオフィス共同代表
を兼任し、アジア地域における日本企業の活動を総合的に
サポートしている。業務分野としては、シンガポールにおけ
る地域統括会社の設立や運営についてのアドバイス、アジ
ア域内でのM&Aや不動産投資を専門とする。主な著書・
論文として、
『ミャンマー法務最前線-理論と実務［第2版］
』

武川 丈士

Takeshi Mukawa
パートナー
シンガポールオフィス共同代表
兼ヤンゴンオフィス共同代表

（商事法務 2017年、共著）
、
『アジア新興国のM&A法制
［第
2版］
』
（商事法務 2016年、共著）及び『アジア新興国の上
場会社買収法制』
（商事法務 2012年、編著）
、講演として、
『2012年度経団連グローバル法務戦略セミナー』第2回
「ミャンマーの現状と進出の基礎知識・留意点」及び第6回
「インドネシアのJVとM&A」
、新日本 有限責任監査法人

1998年 弁護士登録
東京弁護士会所属
2006年 カリフォルニア州弁護士登録

【経歴】
1996年 東京大学農学部卒業
2002年 カリフォルニア大学デービス校ロースクール修了
2002年 Morgan, Lewis & Bockius法律事務所（ニューヨーク
オフィス）
にて執務
2003年 カリフォルニア州司法試験合格
2003年 三井物産株式会社法務部アジア室出向（～2004年）
2008年 環境省
「国内排出量取引制度の法的課題に関する検討会」
委員
2010年 環境省「中央環境審議会地球環境部会国内排出量取引制度
小委員会」
専門委員
2012年 財務省
「ミャンマー証券取引法整備支援」
ワーキング・グループ
委員
2012年 シンガポールオフィス共同代表就任
2014年 ヤンゴンオフィス代表就任

主催
『ASEANへの不動産・インフラ投資フォーラム』
「不動
産・インフラ投資の法的留意点」
等多数。

2012年 シンガポール外国法弁護士登録

tel. 03-5223-7763（東京）+65-6593-9752（シンガポール）+95-1-255135（ヤンゴン） takeshi.mukawa@mhm-global.com

Airo Inoue / Partner
事業承継、事業再生、これらに関わるM&Aを主たる取扱
業務とする。事業承継、ウェルス・マネジメントに関しては、

【経歴】
1997年 慶應義塾大学法学部卒業

税務面も考慮した承継プランの策定を得意とする。事業承
継を巡る会社の支配権争いに関する案件等についても多
数の経験と実績を有している。主な著書として、
『よくわか
る事業承継＆経営者の相続』
（日本経済新聞出版社 2015

井上 愛朗
Airo Inoue
パートナー

年、共著）
、
「金融機関のためのスポンサー型事業再生の実
務Q&A60問」
（季刊事業再生と債権管理 150号、2015
年、共著）
、
「事業承継対策の必要性と各種法制等の戦略
的活用」
（日本経済新聞社 2014年）
等多数。

2000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. 03-5223-7744

a
 iro.inoue@mhm-global.com
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Ryota Yamasaki / Partner
事業承継、事業再生、M&A、訴訟、コンプライアンス等を
主要取扱業務とする。
非上場企業の事業承継や事業再生・再編案件、相続時・事
業承継時の法務・税務問題に関する訴訟・紛争の経験も多

【経歴】
1999年 東京大学法学部卒業
2006年 東京大学法科大学院非常勤講師
2018年 中小企業経営再建紛争解決センター
（企業再建ADR）
センター長

数有する。近時は事業承継にも関連する経営者保証ガイ
ドラインを用いた保証解除等の案件も多く手掛けており、

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

経営者・資産家の各種法務・税務問題に幅広くアドバイス
を提供している。
『経営者保証ガイドライン実践Q&A』
（銀行研修社 2018
年、共著）
『中小企業の事業承継』
、
（有斐閣 2017年、共著）
、
『企業再生の法務
［第3版］
（
』金融財政事情研究会 2021年、
共著）
等、著書・論文多数。

東京税理士会所属

tel. 03-5223-7790

r yota.yamasaki@mhm-global.com

Atsunori Nobukuni / Partner, Representative of Fukuoka Office
事業承継/事業再生、訴訟/紛争解決、M&A/企業再編を
主要取扱業務とする。
事 業 承 継/事 業 再生に関しては、任意 整 理、事 業 再生
ADR、中小企業再生支援協議会、民事再生等の案件につ

【経歴】
1999年 東京大学法学部卒業
2013年 弁護士法人 森・濱田松本法律事務所 福岡オフィス代表就任
2013年 事業再生実務家協会正会員
（〜現在）
2013年 事業再生研究機構会員
（〜現在）

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。

信國 篤慶

Atsunori Nobukuni
福岡オフィス代表
パートナー
2001年 弁護士登録
東京弁護士会所属

2013年からは福岡オフィスの代表として、九州
（特に福岡）
の
企業の日常的な法律相談を始め、相続・事業承継、
ジェネラ
ル・コーポレート、コンプライアンス、会社法、株主総会、労
働問題、不動産問題等の様々な業務を取り扱っている。
The Best Lawyers in Japanにおいて、近年連続で
Litigation分野にて選出されている。

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） a
 tsunori.nobukuni@mhm-global.com
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Yumi Kanamaru / Counsel
会計処理が絡む法律相談及び紛争処理、不正調査等を
主要取扱業務とする。著書として『企業訴訟実務問題シ
リーズ 証券訴訟−虚偽記載』
（中央経済社 2017年、共著）
、
『M&A法大系』
（有斐閣 2015年、共著）
、
『過年度遡及
処理の会計法務税務［第2版］』
（中央経済社 2011年、
共著）等。

【経歴】
1989年 慶應義塾大学経済学部卒業
1989年 中央新光監査法人
（～1998年）
1998年 金融再生委員会事務局、金融庁にて日本長期信用銀行、
日本債券信用銀行等、銀行等金融機関の破たん処理を担当
（～2001年）
2001年 中央青山監査法人
（2002年社員就任）
（～2005年）
2021年 金融庁行政事業レビュー外部有識者
（～現在）

金丸 由美

Yumi Kanamaru
カウンセル
1988年 会計士補登録
1992年 公認会計士登録
2010年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属

tel. 03-6266-8797

y
 umi.kanamaru@mhm-global.com

Tony Grundy / Counsel
国際金融及び会社法を専門とする。40年以上の経験を有
し、カンボジア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、ラオ
ス、マレーシア、
ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベト
ナムなどのアジア各国を含む世界中の様々な地域のクライ
アントに対してアドバイスを行う。また、1987から1994年
までの期間及び1997年から現在まで、合計30年以上のア

Tony Grundy
トニー・グランディ
カウンセル
1980年 イングランド及びウェールズ
事務弁護士登録
1987年 外国法事務弁護士登録
（～1994年）

ジ ア で の 執 務 経 験 を有 する。
「English Lawyers and
Japan from the 1960s to the present day」
（Britain
and Japan: Biographical Portraits Vol. X、2016
年）
、
「情報伝達・取引推奨行為規制に対する米英からの
示唆
（上）
（中）
（下）
」
（旬刊商事法務 No.2002-2004、

【経歴】
1977年 オックスフォード大学ワダムカレッジ卒業
（法学士号）
1986年 Linklaters シンガポール、香港、東京及びロンドンオフィス
にてパートナー弁護士として執務
（～2008年）
2008年 Morrison & Foerster 東京オフィスにてパートナー弁護士
として執務
（～2012年）
2008年 上智大学法科大学院非常勤講師
（国際法律実務）
（～2012年）
2013年 森・濱田松本法律事務所シンガポールオフィス入所
2020年 シンガポール国際 商業会議 所（SICC）リーガルサービス
分科会 共同議長
2020年 全米産業審議会 アジア・チーフ・リーガル・オフィサー・カウン
シル プログラム・ディレクター
2020年 イングランド・ウェールズ弁護士会（The Law Society）国際

2013年）
、
『日本のローファームの誕 生と発展』
（商事法

委員会委員

務 2011年、共著）
等、著書多数。

1988年 香港特別行政区事務弁護士登録
2000年 外国法事務弁護士登録
（～2012年）
2013年 シンガポール外国法弁護士登録

tel. +65-6593-9756（シンガポール） 03-5223-7786（東京） tony.grundy@mhm-global.com
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Tomoo Sasazawa / Adviser Licensed Tax Accountant
税理士登録後、長年にわたり、各種企業の会計業務、法人
税・消費税・所得税・相続税等の申告実務に携わり、税務調
査対応の経験も多数。

【経歴】
1981年 明治大学経営学部卒業
1981年 会計事務所勤務
（～1990年）
1990年 当事務所勤務
（～1999年）
1992年 笹澤税理士事務所開設
1999年 当事務所会計顧問
（～現在）
2015年 当事務所税務顧問
（～現在）

笹澤 知夫

Tomoo Sasazawa
顧問税理士
1992年 税理士登録
東京税理士会所属

tomoo.sasazawa@mhm-global.com
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MHM TAX A DVISORY SERVICES

森・濱田松本法律事務所 広報
mhm_info@mhm-global.com
tel.03-6212-8330
www.mhmjapan.com
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