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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 6 月号（第 6 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：FRAND 宣言された特許権の行使及び特許権存続期間延

長登録に関する知財高裁大合議事件の判決について 
 

知財高裁は、二件の大合議事件（通常よりも多い 5 名の裁判官によって審理される事

件）に関して、2014 年 5 月 16 日と同月 30 日に、判決を言い渡しました。 

 

(1) 知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決 

この事件は、サムスンが「公正、合理的かつ非差別的な条件」（Fair, Reasonable and 

Non-Discriminatory terms and conditions。「FRAND 条件」）で取消不能なライセンスを

許諾する用意がある旨の宣言（FRAND 宣言）を行ったスマートフォン関連の標準必須

特許について、アップル日本法人が、サムスンのアップル日本法人に対する特許権侵害
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に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求めて、サムスンを提訴したものです。 

 第一審の東京地裁では、サムスンは FRAND 条件でのライセンス契約締結に向けて誠

実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反し、損害賠償請求権の行使は権利濫用に当た

るとされ、アップルが勝訴していました。 

 これに対し、知財高裁は、サムスンによる損害賠償請求は、FRAND 条件でのライセ

ンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるものの、FRAND 条件でのライセン

ス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないと判断し、その上で、FRAND

条件でのライセンス料相当額は約 995 万円であると認定しました。 

 特に製造業においては、標準必須特許の取扱いの重要性は増しており、今回の判決は、

標準必須特許を巡る権利行使の実務に大きな影響を与えるものといえます。 

 

(2) 知財高裁平成 26 年 5 月 30 日判決 

この事件は、癌治療薬に関する特許発明に関し、特許権者である製薬会社が、発明の

実施に薬事法に基づく承認が必要であったとして、特許法 67 条 2 項に基づき 5 年の存

続期間の延長登録を求める出願をし、拒絶査定を受けたことから、拒絶査定不服審判を

請求したところ、請求不成立の審決がされたため、審決の取消を求めたものです。 

 製薬会社は、当該治療薬につき、一度医薬品製造販売承認を受けた後、成分や基本用

途は同一のまま、異なる用法及び用量を追加し、再度医薬品製造販売承認を受けていま

したが、審決は、 初の承認によって特許発明は実施できるようになっており、二度目

の承認は、同法 67 条の 3 第 1 項 1 号が拒絶理由として規定する「その特許発明の実施

に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」に該当すると

判断し、二度目の承認を理由とした延長登録を拒絶していました。 

 これに対し、知財高裁は、同号に基づき出願を拒絶するためには、①「政令で定める

処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」（第 1 要件）、②「『政

令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施

に該当する行為』には含まれないこと」（第 2 要件）のいずれかを論証することが必要

になるとしました。その上で、 初の承認では、二度目の承認に係る用法・用量で特定

される使用方法による使用行為及び当該使用行為を前提とした医薬品の製造販売等の

行為の禁止は解除されておらず、これらは二度目の承認によって解除されたのであるか

ら、第 1 要件を充たさないとし、製薬会社の主張を認め、審決を取り消しました。 

 今回の判決は、新薬メーカーと後発医薬品メーカーとの利害が対立する中、従来の特

許庁の実務を否定したものであり、重要な意義を有するものといえます。 
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3. 競争法／独禁法：シンガポール当局がベアリング価格カルテルで日

本企業に制裁金 
 
2014 年 5 月 27 日、シンガポール競争委員会（「CCS」）は、ボールベアリングの取引

について価格カルテルを結んでいたとして、日本企業 3 社とそれぞれの現地法人に対し

て、合計約 930 万シンガポールドル（約 7 億 6,000 万円）の支払いを命じました。本件

は、CCS がシンガポール国外の企業に制裁金を課した初の事例であり、また 1 件の違

反行為に対する制裁金としては過去 高額となっています。なお、3 社とともに価格カ

ルテルに関与していたとされる別の日本企業 1 社は、リニエンシー制度の利用により、

制裁金を免除されています。 

CCS の決定書では、上記日本企業 4 社は、シンガポールにおいてカルテル行為をする

ことについて日本で会合を行っていたことが、それぞれの現地法人は、親会社である日

本企業間で決定された方針に基づく指示に従い、シンガポールにおいてカルテルを実行

するための会合をし、値上げ等を実行したことが、それぞれ認定されています。決定書

では、CCS が本件について処分をした理由としては、（決定書ではマスキングされてい

るものの、報道によれば）上記日本企業 4 社及びそれらの現地法人のシンガポールにお

けるベアリングの合計市場シェアが約 7 割と高いこと、そうした事業者が組織的にカル

テルを行っていたことによりシンガポール市場に大きな影響を与えていたこと等が挙

げられています。制裁金について、CCS は、現地法人のシンガポールにおけるベアリ

ングの売上高を基に制裁金を算出し、上記のような日本企業による関与を根拠に、現地

法人だけでなく日本の親会社に対しても支払命令の対象に含めています。 

本件を契機に、CCS は日本企業に対する執行を活発にしていく可能性も想定されます。

シンガポールにおいて事業を行う日本企業は、現地で大きな売上やシェアを有している

場合には特に、シンガポール市場に影響を与える違反行為が行われていないかについて

一層注意し、万一違反行為を発見した場合にはリニエンシー申請をすることも検討する

必要が高まってきたといえます。 

 

 

 
 
 

 
 

4. 環境・エネルギー：電気事業法改正案の衆議院通過 
 

2014 年 5 月 20 日、衆議院本会議において、電気事業法（「電事法」）改正案が可決さ

れました。政府は、同法案について、参議院の審議を経て、6 月上旬にも可決、成立さ

せることを目指しています。 

今回の電事法改正は、一連の電力システム改革の中でも中心的な位置づけのもので、
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発電事業・小売電気事業の自由化とこれに伴う電気事業の規制類型の抜本的な見直しを

主な内容とします。 

小売電気事業は、2016 年中にも登録制に移行され、完全に自由化されます。なお、

安定供給確保の観点から、小売電気事業者には必要な供給力を確保する義務が課され、

十分な供給力を確保できる見込みがない場合には登録拒否事由となります。 

送配電部門は、現在の一般電気事業者が有する送配電網により託送供給及び発電量調

整供給を行う一般送配電事業（許可制）と周波数変換設備や地域間連系線等により一般

送配電事業者に振替供給を行う送電事業（許可制）及び自らが有する送配電網により特

定の供給地点において小売供給又は託送供給を行う特定送配電事業（届出制）に区分さ

れ、一般送配電事業者は、地域独占が許容される一方で、需給バランス維持、送配電網

の建設・保守、 終保障サービス・ユニバーサルサービスの維持等の義務が課されます。 

発電事業は届出制となります。 

小売電気事業の自由化により、異業種からの新規参入や既存業者との提携の動きが活

発化するものと見込まれ、安定供給確保のために発電事業者との提携の動きも生じるも

のと思われます。発電事業者間においても、燃料調達における競争力確保等を目的とす

る合従連衡が促進される可能性があり、業界再編の動きにつながることも考えられます。

また、電力先物取引を可能にするため、商品先物取引法の改正により「電力」が先物取

引の対象に含まれることになる等、金融取引との関係においても新たなビジネスが進展

する可能性が見込まれています。 

電力システム改革は、安定供給の確保、電気料金の 大限の抑制に加え、需要家の選

択肢や事業者の事業機会の拡大を目的としていますが、今回の改正により、事業者の事

業機会は創意工夫次第で大きく拡大するものと思われます。 

 

 

 

 
 
 
 
5. 労働法：過労死等防止対策推進法案が衆議院で可決 

 

2014 年 5 月 27 日、過労死当防止対策推進法案が衆議院で可決され、今国会で成立す

る見通しとなっています。 

同法案は、業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡、

業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡等を「過労死

等」と定義し、国が調査研究を行うことにより過労死等の効果的な防止をおこなうこと

が責務として規定しています。 

また、事業主も、国や地方公共団体が実施する過労死等防止対策に協力する努力義務
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が課せられています。 

健康を害するおそれのある長時間労働に対しては、今後規制が強化される可能性があ

り、その動向に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

6. 会社法：経済産業省が招集通知の株主総会招集通知のグッド・プラ

クティス事例を公表 
 

2014 年 5 月 9 日、経済産業省が、国内外の機関投資家等を対象として行ったアンケ

ートの結果を踏まえ、株主総会招集通知のグッド・プラクティス事例を公表しました。 

同調査結果によれば、機関投資家等が、招集通知全般に関して重視する項目としては、

招集通知の発送日が十分に早期であることや、事業報告、議案等が全体的に分かりやす

いこと等が挙げられています。また、個別の議案としては、取締役選任議案や監査役選

任議案が重視されており、いずれについても、社外役員の選任理由、属性・独立性の説

明が十分になされていることや、社外役員の活動状況に関する情報開示が十分であるこ

と等が重視されています。 

経済産業省としては、今回の調査をパイロットプロジェクトとして位置付けており、

この結果や本年の株主総会における招集通知を踏まえ、今後さらなる本格的な調査を行

うことも検討しているとのことです。日本版スチュワードシップ・コードの公表により、

今後、機関投資家による投資先各社に対する働きかけが積極化することも想定される中、

株主総会準備に携わる法務担当者においては、機関投資家等がどのような視点で何を基

準に招集通知を見ているかを知るためにも、ご一読をお勧めします。 

 

＜参考＞ 

経済産業省 HP：http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140509003/20140509003.html 
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7. 一般民事：満 10 年を迎える司法制度改革 
 

今年は、司法制度改革推進計画（2002 年 3 月閣議決定）に基づき合計 24 本の司法制

度改革関連法が 2004 年 12 月までにすべて成立してから、ちょうど 10 年目を迎える節

目の年にあたります。 

法曹養成制度では、合格率の低迷、受験者数の減少等により法科大学院の撤退が相次

ぐ一方、法科大学院に行かずに済む予備試験が人気になる等多くの課題があり見直しが

急務になっています。企業からすると、法曹人口の増加に伴い、弁護士等の法曹有資格

者や法科大学院卒業生を採用しやすくなりました。日本組織内弁護士協会によれば

2013 年 6 月時点で 965 人の弁護士が企業で働いており、企業内弁護士の数は 10 年で

10 倍以上の増加となり、企業内弁護士を採用する企業の業種も広がっています。 

刑事司法制度では、改革の柱であった裁判員制度が今年 5 月に導入後満 5 年を迎え、

裁判員の負担軽減等の課題が指摘されつつも、概ね順調に運用されています。2014 年 3

月までに約 5 万人もの一般市民が裁判員や補充裁判員を経験しましたが、裁判員候補者

の辞退率が 6 割台に達する点は課題の 1 つであり、従業員が裁判員休暇を取得しやすく

する等、企業側の協力も求められます。 

司法制度改革では、この他にも、労働審判制度の創設、ADR（裁判外紛争解決手続）

の整備、知財高裁の設置等、企業経営にも影響のある改革が多く実現しました。今後も、

司法制度改革の進捗や見直しの動きに注視が必要です。 

 

 

 

 

 

8. M&A：東証、平成 25 年度における不適正開示状況等を上場会社に

通知 
 
東京証券取引所は、2014 年 5 月 30 日、平成 25 年度における不適正開示状況及び注

意を要する開示事例をとりまとめ、東京証券取引所の上場会社に対し通知しました。 

平成 25 年度における不適正開示の件数は 242 件であり、前年度の 130 件から約 85%

の増加となりました。大阪証券取引所との現物市場統合等により上場会社数が約 2,300

社から約 3,400 社へと約 48%増加したことを考慮しても大幅な増加といえます。 

また、不適正開示の事由としては、前年度に引き続き、過年度決算訂正を含む決算発

表資料の訂正が も多いものの、主要株主の異動、子会社の異動、親会社・支配株主・

その他の関係会社の異動等 M&A に関連する事項も多く、不適正開示事例の約 4 分の 1

を占めています。 

M&A に関連する上記事由に関し、不適正開示が生じた原因については、適時開示項目

の認識不足、適時開示基準の誤認（軽微基準の誤認等）、適時開示時期の誤解を原因と
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する事例もそれぞれ一定数が存在するものの、社内チェック・連絡体制の不備の比率が

相対的に高い点も特徴的です。 

上場会社が M&A を実施する場合、また、上場会社との間の M&A を検討する際には開

示関連の手続についても引き続き留意が必要といえます。 

 

 

 

  

 
 

 
9. ファイナンス・ディスクロージャー： 

東証が売買単位の統一に向けた上場制度の見直しに係る制度

要綱を公表 
 

東証は、2014 年 5 月 13 日付で、売買単位の統一に向けた上場制度の見直しに係る制

度要綱（「本要項」）を公表しました。 

2007 年に、全国証券取引所が、投資家の利便性向上や証券市場の国際競争力の向上等

を目的とした売買単位の集約に向けた行動計画を公表し、当該計画では、売買単位を

100 株又は 1,000 株とする移行期間を経て、 終的には売買単位を 100 株に統一するも

のとされていました。 

本要項は、売買単位の 100 株への統一に向けた制度面の対応として、2014 年 7 月を

目処に、①上場会社が一部指定や市場変更等を行う場合には、売買単位を 100 株単位と

しなければならないものとし、また、②上場会社が売買単位を 100 株単位に変更しやす

いよう、株主数の増加を抑制するために必要な範囲で単元株式数の変更に伴って株式併

合を行う場合、当該併合は原則として、上場廃止等実効性確保措置の対象とはならない

ことを明確化するものとされています。 

東証によれば、2014 年 3 月までに、上場会社の売買単位の 100 株又は 1,000 株への

集約はほぼ完了し、100 株単位の会社が全体の 2/3 を超えるに至っているとのことです

が、今なお売買単位を 100 株以外としている会社においては、売買単位を 100 株とす

る措置を早期に採ることが望まれます。 
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10. 税務：法人税改革の議論の状況（法人税率引下げ、代替財源として

の外形標準課税の導入） 
 
現在のわが国の法人税の実効税率は 35.64%で（東京都の場合）、米国と並び先進国の

中では相対的に高い税率と言われています。安倍政権は法人税の実効税率の引下げに強

い意欲を見せていますが、自民党内でもこれについては様々な意見が出されていること

が連日報道されているところです。 

そのような状況の下、自民党税制調査会は、2014 年 5 月 27 日に開かれた小委員会に

おいて、法人税改革の論点を整理しました。報道によれば、同委員会では、法人税の減

税に前向きな意見が多数を占める一方、恒久減税には課税ベースの拡大による恒久財源

の確保が必要であるとの考え方が示され、具体的な措置として、現在法人事業税に導入

されている「外形標準課税」の拡充する方向での議論がなされたとのことです。 

外形標準課税とは、法人の課税所得を課税標準とするのではなく、給与、利子等の支

払額や資本金等の額等の企業の外形を基準として課せられる税金をいいます。法人税の

納付義務を負わない赤字企業に対しても課せられる点が大きな特徴です。 

報道によれば、自民党は、6 月第一週には連立与党である公明党と調整を行い、与党

としての法人税改革の基本的考え方を取りまとめるとのことです。今後の議論の動向が

注目されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 中国・アジア：インドネシアのネガティブリストの改正について（続報） 
 

インドネシア政府は、2014 年 4 月 23 日（「制定日」）に、大統領令 2014 年 39 号（「新

大統領令」）を制定・施行し、投資が禁止又は制限される業種及びその内容を記載した

リスト（「ネガティブリスト」）を改正しました（主な改正内容については、2014 年 5

月号（第 5 号）をご参照下さい。）。 

新大統領令 9 条は、新大統領令に基づくネガティブリスト（「新ネガティブリスト」）

の規定は、投資家にとって有利な規定を除き、制定日前に承認された業種への投資に適

用されないと規定しています。したがって、制定日前に投資調整庁（BKPM）から投資

基本許可（Izin Prinsip）にて承認された業種については、本改正により外資規制が厳格

化された場合においても、改正後の外資規制の適用を受けないことになります。 

以下、①株式譲渡や増資及び②ダイベストメント義務に関する経過措置の具体的な適

用についての BKPM の見解についてご紹介いたします。 
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(1) 株式譲渡・増資について 

現時点で BKPM が示している経過措置に関する基本的な考え方は、制定日以前に付与

された投資基本許可記載の外資出資比率を超えない取引であれば、経過措置が適用され、

改正後の外資規制の適用を受けないというものです。 

BKPM によれば、株式譲渡に関しては、例えば、ある外資会社の既存外国人株主が他

の外国人にその保有する全株式を譲渡することは、同外資会社の投資基本許可記載の外

資出資比率の増加を伴うものではないため、経過措置が適用され、改正後の外資規制の

適用を受けずに実行が可能とされています。 

また、BKPM によれば、増資にあたり、外資会社の全株主が出資比率に応じて新株式

を引き受ける場合、当該外資会社全体としての外資出資比率に変更が生じないため、経

過措置が適用され、改正後の外資規制の適用を受けずに実行が可能とされています。 
 

(2) ダイベストメント義務の履行について 

インドネシア法上、一定の外資 100%の会社については、外国人株主はその商業的活

動の開始から 15 年以内にその株式の一部をインドネシア人に譲渡する義務（ダイベス

トメント義務）を負うとされています。BKPM によれば、改正により外資規制が厳格化

された業種に従事する会社が今後ダイベストメント義務を履行する際に、譲渡実行後の

株式保有比率を改正後の外資規制に適合させる必要はないとされています（なお、ダイ

ベストメント義務の履行にあたっては、外資会社の各株主の 低出資額である 1,000 万

ルピア以上の額面金額を有する株式を譲渡する必要があります。）。 

 

新ネガティブリストについては、BKPMも日本企業向けのセミナーを開催する等して、

解釈の明確化を進めているところではありますが、依然として不明確な部分も多く残っ

ているため、実際の案件の遂行に際しては、BKPM へ事前相談を行うとともに、現地の

弁護士等にも相談しつつ進めることをお勧めします。 
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12. 新興国：ブラジルにおけるインターネット法の施行 
 
ブラジルにおいて、インターネットの利用に関する規律を定めるインターネット法

（Law No.12, 965/2014）が 2014 年 6 月 22 日より施行されます。 

インターネット法では、インターネットユーザーやプロバイダーに関する基本的な権

利義務が定められています。例えば、インターネットユーザーのプライバシーに関し、

インターネットユーザーの接続情報・アプリケーションへのアクセス情報等は、任意の

明示的なインフォームドコンセントがある場合又は法で別途許容されている場合を除

き、第三者に開示してはならないとされています。また、例えば、インターネットアプ

リケーションプロバイダーに関し、ユーザーが投稿したデータ等に起因して生じた損害

等については、裁判所による命令が出されたにもかかわらずデーターを取り除かなかっ

たような場合を除き、原則として責任を負うことはないとされています。（なお、法律

の制定過程において、プロバイダーに対して、ブラジルユーザーに関する情報はすべて

ブラジル国内に物理的に設置したサーバーに保管するよう義務付けることも検討され

ていましたが、これは IT 企業等の強い反発により見送られることとなりました。） 

インターネット法には、上記のような点以外にもインターネットの中立性、プロバイ

ダーによるログの保管義務等が定められており、ブラジルにおけるインターネットビジ

ネスに対して大きな影響を与える可能性があるため、今後の運用に注意が必要です。 
 

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

 セミナー  『実例で考える従業員等の不祥事・問題行為対応～ 近の傾向からみ

    る早期解決のためのポイント～』 

開催日時  2014 年 6 月 10 日（火）13:30～16:30 

講師    荒井 太一 

主催    株式会社商事法務 

 

 セミナー  『産業競争力強化法の下でのＭ＆Ａの実務～事業再編促進税制を中心

    に～』 

開催日時  2014 年 6 月 10 日（火）13:30～16:30 

講師    大石 篤史 

主催    経営調査研究会 
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 セミナー  『シンガポール進出セミナー』 

開催日時  2014 年 6 月 10 日（火）15:00～17:00 

講師    関口 健一 

主催    TOMA コンサルタンツグループ株式会社 

 

 セミナー  『会社法改正後の M&A 実務における留意事項』 

開催日時  2014 年 6 月 11 日（水）13:30～16:30 

講師    戸嶋 浩二、内田 修平 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『改正電気事業法（第 2 弾）と近時の電力ビジネスの動向・展望』 

開催日時  2014 年 6 月 16 日（月）13:30～16:30 

講師    小林 卓泰 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 
 セミナー  『Google Books 訴訟と各国のデジタル・アーカイブ政策』 

開催日時  2014 年 6 月 18 日（水）14:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    公益社団法人著作権情報センター 

 
 セミナー  『個別労働紛争時代の人事労務・法務対応～増加する紛争リスクの背

    景と対応策～』 

開催日時  2014 年 6 月 19 日（木）10:00～12:00 

講師    荒井 太一 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『シンセティック CDO の法務≪基礎編≫～信託 ABL スキームを題材

    として～』 

開催日時  2014 年 7 月 4 日（金）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『第 18 回国際電子出版 EXPO「電子出版権の創設で何が変わ 

      る？」』 

開催日時  2014 年 7 月 4 日（金）16:00～17:00 

講師    横山 経通 

主催    東京国際ブックフェア委員会・リードエグジビションジャパン株式会社 
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文献情報      http://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本   『逐条解説 2013 年金融商品取引法改正』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   樋口 彰（共著） 

 

 本   『金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 45 号)の

    概要』 

出版社   株式会社きんざい 

著者   樋口 彰（共著） 

 

 論文   「複数議決権方式による種類株上場の実務と展望」 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2032 2014 年 5 月 15 日号 

著者   戸嶋 浩二 

 

 論文   「アジア諸国の民事訴訟制度 第六回 インド」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.7 

著者   小山 洋平、御代田 有恒 

 

 論文   「平成 26 年金商法改正案～開示規制の合理化、クラウド・ファンデ

    ィングの活用なるか～」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.7 

著者   峯岸 健太郎 

 

 論文   「クロスボーダーM&A 契約の動向と留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No. 627 

著者   大石 篤史、林 宏和、佐藤 貴将 

 

 論文   「平成 26 年定時株主総会における監査役の答弁の留意点」 

掲載誌   月刊監査役 No. 628 

著者   若林 功晃 

 

 論文   「Private equity in Japan: market and regulatory overview」 

掲載誌   Practical Law Company（web 掲載）2014 年 5 月 

著者   棚橋 元、田中 光江、内田 修平、酒井 真、塩田 尚也 

 

 座談会   「Virtual Round Table - Construction & Real Estate 2014」 

掲載誌   Corporate LiveWire（web 掲載）2014 年 5 月 

著者   小澤 絵里子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 
 
 

 

 論文   「国（神戸刑務所・管理栄養士）事件（大阪高裁 平 25.1.16 判決）」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者   武田 彩香 

 

NEWS 
 Who's Who Legal: Mergers and Acquisition 2014 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Mergers and Acquisition 2014 において、日本を代表する弁護士

 として、当事務所の 石綿 学 弁護士、松村 祐土 弁護士が選ばれました。 

 

 Asian-MENA Counsel 誌の Deals of the Year 2013 を受賞しました 

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による "Deals of the Year 

2013" に当事務所の関与した 3 案件が選ばれました。 

- Global offering of Japan Tobacco Inc shares by the Japanese government 

- SoftBank’s acquisition of Sprint Nextel, Sprint Nextel’s acquisition of Clearwire 

- IPO global offering of Suntory Beverage & Food Limited (Suntory) 

 

また、下記の 2 案件は "Honourable Mentions" として掲載されました。 

- Micron Technology’s acquisition of Elpida Memory (in connection with Elpida’s   

 corporate reorganisation proceedings) 

- Restructuring of Sanko 

 

 飯田 耕一郎弁護士が Asian-MENA Counsel 誌の External Counsel of the Year 2013

を受賞しました 

 

 Financial Times 誌による、FT Asia-Pacific Innovative Lawyers Awards において、

当事務所は Shortlisted law firms に選ばれました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


