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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 2014 年 4 月号（第 4 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：特許法等の一部を改正する法律案及び著作権法の一部を

改正する法律案が、国会に提出される 
 

2014 年 3 月 11 日、特許法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。同法

案は、特許法や意匠法、商標法等を改正するものです。具体的な改正事項としては、特

許法では、特許異議申立制度の創設、意匠法では複数国に対して一括して意匠出願する

ための規定の整備、商標法では①色彩や音等の商標の新たな保護、②地域団体商標の登

録主体の拡充がそれぞれ盛り込まれている他、各法に共通する改正事項として、出願人

に災害等のやむを得ない事由が生じた場合の救済措置の拡充が盛り込まれています。な

お、施行期日は公布日から 1 年以内において政令で定める日とされています。同法案は、

2014 年 4 月 2 日に参議院で可決され、衆議院に送付されており、近く成立の見込みで

す。 
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また、2014 年 3 月 14 日には、著作権法の一部を改正する法律案が国会に提出されま

した。この法案は、近時、電子書籍が増加する一方、インターネット上に出版物の海賊

版が氾濫している事態を受けて、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権

制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行うこと等を内容としており、施行

期日は2015年1月1日とされています。この法案についても既に審議が始まっており、

近く成立の見込みです。 
 
 

 
 

 

 

3. 競争法／独禁法：消費者庁「メニュー・料理等の食品表示に係る景 
品表示法の考え方」の成案を公表 

 

2014 年 3 月 28 日、消費者庁は「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法の考

え方」の成案（「本ガイドライン」）を公表しました。本ガイドラインについては、昨年

12 月に原案が公表され、パブリックコメント手続に付されておりましたが、今般、同

手続において寄せられた意見等を踏まえて修正された成案が公表されました。 

原案からの主な追加点として、本ガイドラインでは、食品表示が景品表示法上の不当

表示に該当する場合に関する一般的な考え方が示されております（本ガイドライン

Q-1）。すなわち、「その料理や食材に関する社会常識や、用語等の一般的意味、社会的

に定着していると認められる JAS 法等を含めた他法令等における定義・基準・規格等

を考慮し、表示された食材（A）と実際に使用されている食材（B）が異なるといえる

場合において、その料理の性質、その料理や食材に関する一般消費者の知識水準、その

料理や食材の取引の実態、メニュー等における表示の方法、表示の対象となる内容等を

考慮し、表示された特定の食材（A）と実際に使用されている食材（B）が異なること

を一般消費者が知っていたら、その料理に「惹きつけられる」ことは通常ないであろう

と認められる程度に達する誇大表示」といえるときには、優良誤認表示に該当するとし

ています。これは、景品表示法上の不当表示に関する一般的な考え方を、食品表示に即

して具体的に説明したものといえます。 

また、既に一般的な料理の名称として確立しているものであって、一般消費者がその

料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、

その料理の名称を単に表示するだけで直ちに景品表示法上問題となるものではないと

しています（Q-7）。例えば、原案では、「サーモントラウト」を「サケ」と表示するこ

とは景品表示法上問題となるとされていましたが、本ガイドラインでは、「サケ弁当」「サ

ケおにぎり」等一般的な料理の名称として確立しているものにおいて、一般に「サケ」

「サーモン」として販売されているもの（サーモントラウト）を使用していたとしても、

景品表示法上問題にはならないとしています（Q-15）。 
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本ガイドラインはメニュー・料理等の表示を検討する上で今後重要な基準となると考

えられますが、本ガイドラインも明記しているとおり、優良誤認表示に該当するか否か

は事実に即した判断が求められるため、事前に慎重にチェックする体制が必要です。 

 

 

 

 

 
 

4. 環境・エネルギー：再エネ法施行規則の改正 
 

経産省は、2014 年 3 月 31 日、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（「再エネ法施行規則」）を改正し、同年 4 月 1 日より施行しま

した。 

今回の再エネ法施行規則の改正においては、再エネ発電設備の設備区分に関し、新た

に洋上風力発電設備や特定水力発電設備という区分が設けられることとなったほか、太

陽光発電設備について認定の運用の見直しが行われました。後者の具体的な内容として

は、50kW 以上の太陽光発電設備について、2014 年 4 月 1 日以降の認定案件（連系承

諾までに通常よりも長期間を要することが明らかになった案件や東日本大震災の被災

地域における一定の案件を除く。）に対しては、「設備認定後、6 ヶ月以内に土地・設備

を確保できない場合は失効」との解除条件を加えて認定を行うこととするとともに、特

定供給者に係る認定が効力を失った場合には、電力会社は当該特定供給者との接続契約

を解除できることとされました。また、一つの場所において設置される再エネ発電設備

を複数の小規模設備に分割する場合（いわゆる低圧分割）に関し、①認定申請者が実質

的に同一であること、②認定に係る場所が地理的に近接していること、③認定申請や工

事が同時期又は近接した時期に行われること、の 3 つの要件を満たす場合を分割案件と

し、原則として認定を受けることができないように認定要件が追加されました。さらに、

土地に関する認定の運用変更として、共有地において共有者間で争いがある場合や、地

権者が複数の事業者に同意書を出す場合における認定審査の方針が明確化されていま

す。 

再生可能エネルギー買取制度については、制度開始後の運用状況を踏まえた見直し作

業が他にも行われており、今後の動向にも引き続き注意が必要です。 
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5. 労働法：ストレスチェックの義務化等を内容とする安衛法改正法案

が国会に提出される 
 

2014 年 3 月 11 日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同

13 日に開会中の通常国会に提出されました。 

特に注目を受けているのは、①ストレスチェック制度の創設と②受動喫煙防止対策の

推進であり、その概要は以下のとおりです。 

①ストレスチェック制度の創設 

 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査（ス

トレスチェック）の実施を事業者に義務づける（但し、従業員 50 人未満の事

業場については当分の間努力義務とする。）。 

 ストレスチェック検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面

接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業

の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。 

施行日は公布日から 1年 6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日とされて

います。 
 
②受動喫煙防止対策の推進 

受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努

力義務とする。 

施行日は、公布日から 1 年を超えない範囲において政令で定める日とされていま

す。 
 
①の改正の背景には、最近の労働者のメンタルヘルス問題の増加があります。今回の

改正により、人事労務の実務上大きな影響を与えそうです。 
 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：本年 6 月総会に向けた留意点 
 

4 月に入り、3 月決算会社においては、本年 6 月総会に向けた準備が佳境に入りつつ

あるものと思われます。 

この点、昨年の 6 月総会以降、現時点に至るまで、総会準備に影響する大きな法令や

取引所規則の改正は行われていないため、法令の観点から事業報告又は参考書類の作成

に際して留意すべき事項は特段ありません。但し、前号の Client Alert 等にてお伝えし
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たとおり、改正会社法が 2015 年 4 月に施行された場合、公開大会社である監査役会設

置会社であり、株式につき有価証券報告書の提出義務を負う 3 月決算会社が 2015 年 3

月末時点で社外取締役を置いていないと、2015 年 6 月総会において「社外取締役を置

くことが相当でない理由」を説明しなければなりません。したがって、現在、社外取締

役のいない会社においては、本年 6 月総会における社外取締役選任の要否及び選任しな

い場合の株主総会における説明内容につき慎重な検討が必要となることにご留意下さ

い。 

また、昨今の傾向として、個人株主数は引き続き増加しており、株主総会への出席株

主数及び議場における質問株主数も増加傾向にあります。特に、同業他社と比較して業

績・株価が低迷している会社や昨年問題となった食品表示問題をはじめとして何らかの

企業不祥事等が発生した会社等においては、個人株主から厳しい質問が予想されるとこ

ろであり、十分な想定問答の準備が必要となります。 

 

 

 
 

 

 

 

7. 一般民事：「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直

し・運用改善について（審議のまとめ）の公表 
 

文部科学省は、2006 年に「公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為への

対応のガイドライン」を策定していましたが、その後も不正事案が後を耐えなかったこ

とを踏まえ、同ガイドラインの見直し・運用改善について審議を重ねており、2014 年 2

月 3 日に、審議のまとめに関する報告資料を公表しました。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/021/houkoku/1343910.htm 

現行のガイドラインにおいては、ガイドラインの対象となる「研究機関」は、「文部科

学省及び同省所管の独立行政法人の競争的資金の配分を受けている研究活動を行って

いる研究者が所属する、又は当該競争的資金を受けている国内に所在する大学、短期大

学、高等専門学校、大学共同利用機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関、独立行政法

人、財団法人、社団法人、企業等」とされていましたが、同報告資料においては、これに

加えて、「国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関、文部科

学省の直轄研究機関及び同省所管の独立行政法人等」については、競争的資金の配分を

受けていない場合であっても対象とすべきとされています。 

また、現行のガイドラインにおいては、研究活動における不正行為が行われたとの認

定があった場合には、競争的資金の配分について削減措置があり得ることのほか、調査

機関により、不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、調査機関が公表ま

でに行った措置の内容、調査の方法・手順等の調査結果を公表すべきことが定められて
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いますが、同報告資料においては、これに加えて、各研究機関において不正行為が行わ

れたと認定された事案について、文部科学省が概要及び各研究機関における対応等を一

覧化して公開することも求められています。 

関連のある事業者は、今後もガイドラインの内容に留意する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：支配株主による非公開化取引に関する米国最新判例 
 
米国デラウェア州最高裁判所は、2014 年 3 月 14 日、M&F Worldwide Corp.（「MFW」）

の 43.4%の株式を保有していたMacAndrew & Forbes Holdings, Inc.が実施したMFW の

合併による非公開化取引に関し、MFW の少数株主がその取締役らを被告として、信任

義務（Fiduciary Duty）の違反を理由に救済を求めた裁判において、(i)適切な権限を持

ち支配株主から独立した特別委員会が、公正価格の交渉に係る特別委員の注意義務を満

たした上で承認していること、及び(ii)強圧性がない状況で情報開示を受けた少数株主の

過半数（Majority of Minority）の賛成が得られていることを条件として実施された支配

株主の合併による非公開化取引については、経営判断の原則（Business Judgment Rule）

によって審査されると判示しました。 

これまで、支配株主との自己取引については、手続の公正と価格の公正の立証が必要

となる完全な公正基準（Entire Fairness Standard）により審査が行われ、特別委員会に

よる承認又は少数株主の過半数の賛成のいずれかを得ている場合には、被告から原告に

立証責任が転換されるとされていました。今回の裁判例は、その両方を条件としている

合併による非公開化取引には、完全な公正基準ではなく経営判断の原則が適用されると

したものです。裁判所は、上記要件について詳細に事実の検討を行った上、経営判断の

原則の適用を認めています。 

本裁判例は米国の裁判例ですが、我が国において支配株主による非公開化取引を行う

に際しても参考になるものと思われます。 
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弁弁護護士士  松松下下  憲憲  
  0033--66226666--88555533  

 aakkiirraa..mmaattssuusshhiittaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 

弁弁護護士士  佐佐川川  雄雄規規  
  0033--66226666--88775599  

 yyuukkii..ssaaggaawwaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm 
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9. ファイナンス・ディスクロージャー： 
金融商品取引法等の一部を改正する法律案が国会に提出される 

 

2014 年 3 月 14 日、第 186 回通常国会に、「金融商品取引法等の一部を改正する法律

案」（「本法案」）が提出されました。 

http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html 

本レターでお伝えしたとおり、金融庁の金融審議会は、新規上場を推進する目的での

新規上場後 3 年に限り内部統制報告書に対する公認会計士による監査を免除する案や、

大量保有報告制度に係る事務負担を軽減する目的での同制度の対象となる有価証券か

ら自己株式を除外する案、短期大量譲渡に係る報告（金商法 27 条の 25 第 2 項）にお

ける報告内容を簡易化し、同時提出義務（金商法 27 条の 25 第 3 項）の廃止する案等

の案を提示しておりましたが、本法案には、これらの内容が含まれています。 

また、本法案には、上記に加え、流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損

害賠償責任を、無過失責任から過失責任に変更する（但し、提出会社側に無過失の挙証

責任を負わせる）内容も含まれています。 

今回の金商法の改正案には、資金調達や大量保有報告に係る制度の重要部分に関する

内容が含まれており、今後の動向が注目されます。 

 

 
 
 

 
 
 

10. 税務：スクイーズ・アウト取引を実現するための会社法改正に伴う

税制整備 
 
現金を交付することにより少数株主を排除して対象会社を完全子会社とする取引（ス

クイーズ・アウト取引）の手法として、昨年 11 月 29 日に閣議決定された会社法の一部

を改正する法律案において、「株式併合」及び当該改正により創設される「株式等売渡

請求」が新たにスクイーズ・アウト取引の手法として利用できる見込みとなりました。 

これに対応して、平成 26 年度税制改正では、まず株式併合について、上記会社法改

正により創設される予定である株式併合に係る株式買取請求に基づく自己株式の取得

を、みなし配当の額が生ずる事由となる自己株式取得の範囲から除外することとしまし

た。本改正によって、反対株主には譲渡益課税のみが生じ、みなし配当課税は生じない

こととなりました。 

また、平成 26 年度税制改正の大綱では、上記会社法改正により創設される株式等売

渡請求制度について、非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時

価評価課税（法人税法 62 条の 9 第 1 項）と同様の規定を創設することについては触れ

弁弁護護士士  鈴鈴木木  克克昌昌  
  0033--66221122--88332277  

  kkaattssuummaassaa..ssuuzzuukkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  尾尾崎崎  健健悟悟  
  0033--66226666--88992299  

  kkeennggoo..oozzaakkii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  
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られていないため、原則として当該制度の利用によって対象会社に課税関係が生じるこ

とはないものと考えられます（但し、買収会社が連結納税を採用している場合には、時

価評価課税（法人税法 61 の 12 第 1 項）及び繰越欠損金の切捨て（法人税法 81 の 9 第

2 項 1 号）の規定が適用されると考えられます。）。 

 
 
 
 

 
 
 
11. 中国・アジア：インド新会社法の施行 

 

インド企業省（Ministry of Corporate Affairs）は、2014 年 3 月 26 日、2013 年インド

会社法（Companies Act, 2013）（「新会社法」）のうち、会社運営に関連する条項の多く

を 2014 年 4 月 1 日付で施行する旨の通達を出しました。この通達により、既に施行済

みの条項と合わせて、同日時点で、新会社法全体で 470 ある条項のうち、280 以上の条

項が効力を有することとなりました。4 月 1 日付で施行された条項のなかには、一人株

主による株式会社（One Person Company）の設立の容認、上場会社等一部の公開会社

における 1 名以上の女性取締役の選任義務や独立取締役の設置義務（後者については、

従前は上場契約における義務だったものが、会社法の義務として規定されました。）、1

名以上の取締役をインド居住者とすることの義務、上場会社等の一定の会社における個

人監査役は 5 年以上、法人監査役は 10 年以上連続して同一の会社の監査役の職務に従

事することを禁止する等の監査役（Auditor）制度の強化等が含まれています。他方、取

締役の責任追及に関連するクラスアクションの導入に関する規定や組織再編に関連す

る規定等は、未施行のままとなっております。 

今回施行された規定の中には、会社運営上重要な規定も含まれており、インドに進出

し又は進出を検討している日本企業は、必要に応じて対応を検討する必要があります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

弁弁護護士士  小小山山  洋洋平平  
  0033--55222200--11882244  

  yyoohheeii..kkooyyaammaa@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  関関口口  健健一一  
  0033--66226666--88556622  

  kkeenniicchhii..sseekkiigguucchhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  古古市市  啓啓  
  0033--66226666--88996666  

  kkeeii..ffuurruuiicchhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  大大石石  篤篤史史  
  0033--55222233--77776677  

  aattssuusshhii..ooiisshhii@@mmhhmmjjaappaann..ccoomm  

弁弁護護士士  栗栗原原  宏宏幸幸  
  0033--66226666--88772277  
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セミナー情報   www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『会社法改正法案国会提出！「監査等委員会設置会社」の導入と機関設

    計の見直し～会社法改正によるガバナンスの改正項目の検討も視野に～』 

開催日時  2014 年 4 月 9日(水) 13:00～16:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『平成 26 年株主総会の重要トピックと議事運営最終チェック ～想定

    問答･総会シナリオ･リハーサル等見直すべきポイントを整理する～』 

開催日時  2014 年 4 月 9日(水) 13:30～16:30 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『増大する企業の表示リスクに対処する！～〈クイズ〉で、景表法を

    使いこなす！～』 

開催日時  2014 年 4 月 10 日(木) 13:30～16:30 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『執行が強化される「景品表示法」に対して企業に求められる実務対応

    ～食品誤表示問題・集合訴訟法案成立・景表法改正等の近時の流

    れを踏まえて～』 

開催日時  2014 年 4 月 11 日(金) 14:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    SMBC コンサルティング 

 

 セミナー  『平成 26 年株主総会とコーポレート・ガバナンスの課題～会社法改

    正を視野に入れた企業の検討課題～』 

開催日時  2014 年 4 月 15 日(火) 14:00～16:30 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『下請法入門講座』 

開催日時  2014 年 4 月 18 日(金) 13:00～17:00 

講師    池田 毅 

主催    公益財団法人公正取引協会 
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 セミナー  『独立取締役の選任と開示の実務～会社法改正や近時の制度改正等を

    踏まえて～』 

開催日時  2014 年 4 月 21 日(月)14:00～16:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

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

 本 『上場株式取引の法務』 

出版社 株式会社中央経済社 

著者 鈴木 克昌（共著）、石井 絵梨子（共著）、根本 敏光（共著）、 

前谷 香介（共著）、宮田 俊（共著）、西尾 賢司（共著）、石橋 誠之（共 

 著）、尾崎 健悟（共著） 

 

 本 『実践 就業規則見直しマニュアル』 

出版社 株式会社労務行政 

著者 荒井 太一(共編著)、高橋 尚子(共著)、武田 彩香(共著)、亀田 康次(共

  著)、上田 雅大(共著)、北山 昇(共著)、湯田 聡(共著)、川端 遼(共著) 

 

 本 『独占禁止法<第六版>』 

出版社 株式会社弘文堂 

著者 村上 政博 

 

 本 『会社法 改正法案の解説と企業の実務対応』 

出版社 株式会社清文社 

著者 菊地 伸(共著)、石井 裕介(共著) 

 

 本 『経営者保証ガイドラインと融資実務』 

出版社 株式会社銀行研修社 

著者 小田 大輔(編著)、山崎 良太(編著)、田尻 佳菜子、吉田 和央、木山 二郎、

篠原 孝典、白根 央、田口 靖晃、石田 渉、坂東 直朗、河上 佳世子、 

長谷 修太郎 

 

 論文 「産業競争力強化法を利用したM&Aの実務 －事業再編促進税制を中心に－」 

掲載誌 旬刊商事法務 No. 2027 2014 年 3 月 15 日号 

著者 大石 篤史、中嶋 将良、青山 正幸 
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 論文 「信用保証協会の錯誤をめぐる二つの高裁判決」 

掲載誌 金融法務事情 1990 号 

著者 中村 聡 

 

 論文 「税務調査対応における弁護士の役割 どのような事案に弁護士の関与

  が有益か」 

掲載誌 月刊 ザ・ローヤーズ Vol.11 No.3 

著者 大石 篤史、酒井 真 

 

 コラム 「商標法、著作権法等の改正」 

掲載誌 企業会計 Vol.66 No.4 

著者 池村 聡 

 

 座談会 「座談会 改正・会社法案への視座」 

掲載誌 企業会計 Vol.66 No.4 

著者 石井 裕介 

 

 論文 「三郡福祉会(虹ヶ丘学園・損害賠償)事件(福岡地裁飯塚支部 平 25.3.27

  判決)」 

掲載誌 WEB 労政時報 2014 年 3 月 

著者 高橋 尚子 

 

 論文 「ブラジル・ビジネス・ローの概要(2)現地拠点の法人形態」 

掲載 MUFG Bizbuddy（有料会員専用サイト） 

著者 井上 淳 

 

NEWS 

 Chambers Global 2014 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2014 において、当事務所及び当事務所の 21 名の弁護士が高い評

価を受けました。詳細は下記の通りです。 

 

【China】 

- Corporate/M&A 射手矢 好雄、石本 茂彦 

 

【Japan】 

- Banking & Finance 石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰 

- Banking & Finance : Financial Services Regulation 石黒 徹 

- Capital Markets 石黒 徹、中村 聡、鈴木 克昌 
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- Capital Markets : J-REITs 中野 春芽、藤津 康彦 

- Capital Markets : Securitisation & Structured Finance 

佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰 

- Corporate/M&A (Foreign Experts)：China 石本 茂彦 

- Corporate/M&A (Experts Based Abroad)：China 射手矢 好雄 

- Corporate/M&A 河井 聡、菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、

大石 篤史、松村 祐土 

- Dispute Resolution (Experts Based Abroad)：China 射手矢 好雄 

- Intellectual Property 松田 政行、三好 豊、飯田 耕一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


