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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 9 月号（第 9 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：経済産業省が「電子商取引及び情報財取引等に関する準

則」を改訂 
 

経済産業省は 2014 年 8 月 8 日、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

版を公表しました。同準則は、いわゆる e コマースやソフトウェア取引に関して、民法

等の関連法令の適用関係や解釈についての一定の考え方を示すものであり、企業の契約

法務における指針として機能しているものです。 

今改訂では新たに、(1)デジタルコンテンツ（インターネットを通じて提供されるもの

に限定されています。）に関する複数の項目が追加されました。とりわけ、利用契約終

了後におけるコンテンツ利用を「ストリーミング型」サービスと「ダウンロード型」サ

ービスのそれぞれについて検討した点、電子出版物の再配信義務に言及した点、オンラ

インゲームのゲーム内アイテムに関する権利関係に言及した点が注目されます。 

なお、今改訂ではこのほか、(2)電子消費者契約法 3 条（消費者がウェブ上で契約を申
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込む場合、重過失により意図しない申込み等をしても、原則として一律に契約無効を認

めるというものです。）の例外となるための「最終確認画面」の表示態様に関する項目

や、(3)未成年者取消を例外的に認めない場合である、民法 21 条の解釈に関する項目等

が修正されています。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（平成 26 年 8 月改訂） 

http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003-3.pdf 
 
 

 
 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：中国当局、日本企業 10 社に対し合計約 200 億円

の過料 
 

2014 年 8 月 20 日、中国の国家発展改革委員会（NDRC）は、日本企業 8 社による自

動車部品（13 種類）の価格カルテル及び日本企業 4 社によるベアリングの価格カルテ

ルについて、計 10 社に計約 12 億人民元（約 200 億円）の過料の支払いを命じたこと

を公表しました。 

中国独禁法では、カルテルに対しては、違反行為の性質、程度、継続期間等を考慮し、

前年度売上高の 1%～10%の範囲で過料が科されます。また、違反行為の①自発的な申

告と②重要な証拠の提供を条件として過料が減免されうるリニエンシー制度があり、裁

量により、①と②を最初に行った者は免除、2 番目に行った者は 50%以上の減額、3 番

目以降の者には 50%以下の減額が可能とされています。 

本件では、自動車部品の件とベアリングの件のそれぞれにおいて、最初に①②を行っ

た企業は過料が免除され、2番目に①②を行った企業には前年度売上高の4%の過料に、

これらに該当しない企業に対しては、違反の程度・関与態様等に応じ、前年度売上高の

6%又は 8%の過料に、それぞれ処することが公表されています。 

NDRC は、本件で発見された手がかりを基に更なる調査を行うと述べており、今後も

同種の公表がなされることが考えられます。近時、NDRC は、半導体や自動車完成車等

様々な分野において外国企業に対する調査に積極的な姿勢を示しているため、中国に関

係のある日本企業としては、中国に影響のある違反行為を発見した場合には、適時適切

な対応を検討する必要があります。 

一方で、中国のリニエンシー手続には、申請時点で証拠が十分ではなくても順位を確

保することができる、いわゆるマーカー制度が存在しないことから、申請のタイミング

の早さだけではなく、提出可能な重要な証拠が揃っているかどうかも重要なポイントに
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なります。また、NDRC の製品範囲の捉え方、過料を算定する基礎となる前年度売上高

の範囲（中国における関連製品の売上高に限定されるか否か）、必要となる「重要な証

拠」の程度等、いまだ不明確な点も多いため、専門家を交えた十分な検討が必要です。 

 

 

 
 
 

 
 

4. エネルギー・インフラ：関西国際空港・大阪国際（伊丹）空港のコ

ンセッションに関する実施方針の公表 
 

2014 年 7 月 25 日、新関西国際空港株式会社（「新関空会社」）は、「関西国際空港及

び大阪国際空港特定空港運営事業等実施方針」（「本実施方針」）を公表しました。本実

施方針は、両空港に関し、公募により選定された民間事業者に PFI 法に基づく公共施設

等運営権（「運営権」）を付与するにあたり（いわゆるコンセッション方式）その基本的

な仕組みを示したものです。なお、2014 年 8 月 28 日には、本実施方針に関する質問に

対する新関空会社の回答（「本回答」）も公表されています。 

本件のコンセッションは、関西国際空港の国際拠点空港としての再生・強化、関西全

体の航空輸送需要の拡大及び関空債務の早期の確実な返済を目的としています。運営権

の設定を受ける民間事業者（「運営権者」）には、独立採算の下、より効率的な経営を実

現すると共に、柔軟な創意工夫により空港ビジネスを展開することが期待されています。

また、運営権者は、新関空会社に対して運営権の対価を事業年度ごとに支払うものとさ

れており、これにより新関空会社は 1 兆円を超える負債を返済する予定です。 

 

以下、本実施方針の主なポイントを一部ご紹介します。 

 

(1) 運営権の対価（アニュアル・フィー）は、応募者が最低提案価格以上で提案する

金額により定められます。運営権の対価の算定にあたっては、収益連動負担金（い

わゆるレベニュー・シェア）（任意）や契約締結時に新関空会社に預託する履行

保証金の金額が考慮されます。 

(2) 運営権の設定対象である空港用施設には、両空港の滑走路等の空港基本施設及び

ターミナルビル（大阪国際空港の旅客施設を含みます。）が共に含まれます。 

(3) 業務の引継のため、運営権者は一定の業務を一定期間（5 年以内を想定）新関空

会社に有償で委託し、一定の人員を新関空会社に出向させるものとされています。

これとは別に、運営権者は、新関空会社の職員について、今後示される一定の条

件により、雇用を承継する義務を負います。 
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(4) 事業期間は、45 年弱で、期間の延長はなされません。 

(5) 設備投資に関し、運営権者は、空港用施設の運営・維持管理を行いますが、滑走

路の新設等の新規投資は行うことができません。但し、本回答によれば、新関空

会社の承認を得て旅客施設を建設することは可能とされています。 

(6) 不可抗力、法令変更、既存施設の瑕疵等のリスク分担については、先に実施方針、

募集要項等が公表されている仙台空港のコンセッションと類似する点が多いも

のの、例えば、瑕疵担保の期間が事業開始後 24 ヶ月と長くなっている点や、タ

ーミナルビルも運営権の設定対象となっているために、これに関しても新関空会

社が一定のリスクを分担している点等の相違点もあります。 

(7) 民間事業者の選定手続に応募する企業団（コンソーシアム）には、①わが国の法

令・ビジネス慣習を熟知し、一定規模以上の旅客施設、商業施設等の運営実績を

有する代表企業及び②年間旅客数1,500万人以上の国際空港を運営する能力を有

する空港オペレーターが含まれること（なお、①及び②は別の者でも可）が必要

です。 

 

本実施方針によれば、早ければ本年 10 月頃には募集要項等が公表され、民間事業者

の選定手続が開始されます。本件は、今のところ、専ら運営権の対価に注目が集まって

いるように思われますが、他の様々な側面においても、国及び宮城県が進める仙台空港

の案件と並ぶコンセッションの先進事例として、また、大規模インフラ施設の民営化事

例として、注目すべき点や今後の実務に影響を与えると思われる点が数多くあり、今後

の動向が注目されます。 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
5. 労働法：労働政策審議会にて平成 27 年度労働政策重点事項案が議論

される 
 

2014 年 8 月 29 日、厚生労働省の労働政策審議会において、平成 27 年度労働政策の

重点事項案が議論されました。この重点事項案においては「働き方改革の実現」が掲げ

られており、具体的には、労働時間法制の見直し、多様な正社員の普及・拡大、専門的

知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案の円滑な施行、ワーク・ライ

フ・バランスの推進、過重労働解消に向けた取り組みの推進が挙げられています。 

これらの施策の多くは従前から議論がなされていたものですが、労働時間法制の見直
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しや過重労働解消に向けた取り組みとして「朝型」の働き方の推進が挙げられているこ

とや、過重労働解消に向けた取り組みとして若者の「使い捨て」が疑われる企業等への

対応策の充実強化が挙げられていること等は目新しいといえます。 

特に若者の「使い捨て」については、その対策として労働基準監督署による調査を強

化することが掲げられていることから、企業としてはこうした行政からの調査・指摘を

受けることのないよう、最新の裁判例をふまえた労働法令遵守について自主的な監査を

行うことが望ましいといえます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

6. 会社法：生命保険会社が議決権行使基準を公表 
 

2014 年 8 月下旬、国内の生命保険大手 4 社が、投資先企業の取締役選任議案等に対

する議決権行使ガイドラインを公表しました。信託銀行や資産運用会社については、従

前より一定の開示を行っていたところではありますが、生命保険会社においても、2014

年 2 月 27 日に金融庁が公表した日本版スチュワードシップ・コードにおいて、「議決権

の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つ」ことが求められていることを踏ま

え、詳細の開示に踏み切ったものと考えられます。また、今回、各生命保険会社が公表

した議決権行使の判断基準は、同時期に損害保険会社より公表された基準と比較しても

詳細なものとなっています。 

なお、2014 年 9 月 2 日に金融庁が公表したリストによれば、8 月末までに、159 の機

関投資家が日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しているとのことであり、

現状、議決権行使基準を開示していない（あるいは、抽象的な議決権行使基準を開示す

るに留まる）機関投資家においても、詳細を開示する方針となるかどうかが注目される

ところです。 
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7. 一般民事：大きく前進した民法改正 
 

2014 年 8 月 26 日、法制審議会－民法（債権関係）部会の第 96 回会議が開催され、

民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案が大筋で承認されました。1896（明治 29）

年に制定されて以来、ほとんど改正されていなかった民法が大改正に向けて大きく前進

したということで、新聞やネット等でも「明治以来の全面改正」、「ネット時代の消費者

保護」、「契約ルール 200 項目改正」等と大きく取り上げられたところです。 

但し、改正が検討されている項目の中でも、とりわけ経済界の関心の強い「約款」（要

綱仮案の表現では定型約款）に関しては、同日の部会では意見の一致を見ず、引続き検

討することとなりました。 

今後、法制審議会は来年 2 月に改正要綱を法相に答申し、法務省は来年の通常国会に

民法改正案を提出することを目指しているとされます。 

「約款」に関する取扱いを含め、法制審議会の審議（http://www.moj.go.jp/shingi1/shing

ikai_saiken.html）を引続き注視することが必要ですが、併せて、改正作業の山場を超え

たといえることから、将来の民法改正に備え、契約書の見直し等の検討作業に着手しあ

るいはこれを加速させる必要性も高まってきたといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

8. M&A：中小企業庁、事業承継促進のための M&A ガイドライン策定へ 
 

2014年7月24日、中小企業庁の事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会は、

3 月から行ってきた検討の中間報告を公表しました。同検討会は、中小企業の経営者の

高齢化を踏まえた事業承継の円滑化のための施策について検討し、平成 27 年 1 月から

施行される事業承継税制の普及促進に加え、平成 18 年に策定された事業承継ガイドラ

インの改訂、贈与税猶予措置の要件緩和、遺留分減殺請求に係る民法特例の親族外承継

への拡張、土地以外の事業用資産に係る相続税の軽減制度の創設等の諸施策が提案され

ており、これらの施策の一環として、中小企業向けの「M&A ガイドライン」の制定が

提案されています。 

同報告書では、中小企業においては後継者不足により第三者への事業承継が重要とな

っているものの、中小企業・小規模事業者にとって、M&A の手法は認知度が低く、抵

抗感も強いことから、これらの事業者が正しい知識・理解の元で M&A の手法を活用す

るために、M&A を行う際のノウハウを集約した「M&A ガイドライン」を作成すること

が提案されました。 
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同検討会の検討資料によれば、ガイドラインの内容としては、M&A の意義・メリット、

成功／失敗事例の紹介、手続・留意点のチェックリスト化等が想定されていますが、ガ

イドラインの具体的な内容は現時点では必ずしも明確化されておらず、ガイドラインの

主たる利用者として中小企業自体を対象とするのか、中小企業を支援する専門家・支援

機関を対象とするのかといった点も含め、今後中小企業庁において別途検討会を設ける

等、更なる議論が行われるものと思われます。 

中小企業の M&A への抵抗感を減少させ、中小企業が当事者となる M＆A 実務を円滑

化するものとなることが期待されます。 
 

 

 

 

 

  

 
9. ファイナンス・ディスクロージャー： 

企業内容等開示府令の改正及び企業内容等開示ガイドラ

インの改正 
 

2014 年 8 月 20 日、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部が改正され（「本改

正府令」）、また、2014 年 8 月 27 日には、企業内容等開示ガイドラインの一部が改正さ

れました（「本改正ガイドライン」）。 

本改正府令では、新規上場時の企業負担の軽減を図るため、有価証券届出書に記載す

る財務諸表の年数が 5 事業年度分から 2 事業年度分に短縮されたほか、非上場会社が初

めて提出する有価証券届出書に IFRS に準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合に

は、最近連結会計年度分のみの記載で足りることとされました。なお、国際会計基準適

用会社として初めての新規上場会社となる株式会社すかいらーくは、本改正府令に基づ

き作成された有価証券届出書を、2014 年 8 月 28 日付で提出しております。 

次に、本改正ガイドラインでは、プレヒアリング（需要調査）、有価証券届出書等の提

出日の 1 ヶ月以上前に行われる発行者に関する情報の発信、定期的 IR、アナリスト・

レポートの配布等が、勧誘に該当しない行為であることが明確化され、また、特に周知

性の高い企業（一定の要件を満たす上場企業等）が提出する有価証券届出書の効力を、

届出後直ちに生じさせられることが明確化されています。 

本改正府令及び本改正ガイドラインの施行により、新規上場に係る事務負担が軽減さ

れ、また、企業がファイナンス前に実施可能な開示・情報発信の範囲の一定の明確化が

図られたと評価できます。もっとも、これらの改正によりどの程度ファイナンス期間の

短縮に繋がるか不透明な状況であり、関連する規制・ルールのさらなる整備や資本市場

関係者による議論と実務の蓄積が待たれます。 
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なお、本改正府令及び本改正ガイドラインについては、当事務所のキャピタル・マー

ケッツ・プラクティス・グループが 2014 年 9 月 3 日に News Letter を発行しておりま

すので、そちらもご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

10. 税務：東京地裁 特定外国子会社等の国内源泉所得も合算課税の対象 
 
東京地裁は、2014 年 6 月 27 日、タックス・ヘイブン対策税制の適用に関して、内国

法人において合算課税の対象となる「課税対象留保金額」（現行法の「課税対象金額」）

には特定外国子会社等の国内源泉所得が含まれるとの判断を示し、原告（納税者）敗訴

の判決を言い渡しました。 

タックス・ヘイブン対策税制とは、無税国又は実効税率が 20%以下の軽課税国等にお

ける子会社等の設立・利益留保による租税回避行為に対処するため、内国法人の子会社

等である無税国・軽課税国等に本店等を有する外国法人（「特定外国子会社等」）の所得

を内国法人の所得に合算する制度をいいます。 

本事案では、原告は、日本法人の特定外国子会社等に該当するケイマン法人の国内源

泉所得について、ケイマン法人に加えて、その一部がタックス・ヘイブン対策税制によ

り日本法人においても課税されることが二重課税であると指摘し、タックス・ヘイブン

対策税制の趣旨目的に照らせば、日本の法人税が課される特定外国子会社等の国内源泉

所得は、合算課税の対象となる「課税対象留保金額」に含まれない等と主張しました。 

しかし、裁判所は、(i)「課税対象留保金額」の計算の基となる政令の文言解釈及び、

(ii)特定外国子会社等と内国法人に課される税を二重課税と評価するか否か自体が立法

政策の問題であること等から「課税対象留保金額」に特定外国子会社等の国内源泉所得

が含まれないとの限定解釈をしなければならないとまではいい難いことを根拠として

原告の主張を排斥しました。 

軽課税国等における子会社等が取引を行う場合には、本裁判例を十分に踏まえたプラ

ンニングが必要になります。 
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11. 中国・アジア：ミャンマーにおける新MIC 告示～外国投資規制緩和へ～ 

 

ミャンマー外国投資委員会（MIC）は、ミャンマーにおける外国投資規制に係る重要

な告示（Notification）を 3 件発布しました。具体的には、①従前の外国投資に係る規制

事業リストを改訂する 2014 年 8 月 14 日付の MIC 告示 2014 年 49 号、②環境影響評価

（Environmental Impact Access）を必要とする事業リストを改訂する 2014 年 8 月 14

日付の MIC 告示 2014 年 50 号、及び③MIC 許可により享受可能であった商業税及び関

税等の輸入税の免税恩典について適用対象外とする事業をリスト化した 2014年 8月 19

日付の MIC 告示 2014 年 51 号の 3 件です。このうち、本稿においては、最も関心の高

いと思われる上記①の MIC 告示（「新告示」）の概要について紹介します。 

 

新告示は、2013 年 1 月 31 日付の MIC 告示 2013 年 1 号（「旧告示」）において列挙さ

れていた外資投資に係る規制事業リストを大幅に整理したものです（なお、新告示の発

布により、旧告示は廃止されています。）。新旧告示の比較の概要は以下のとおりです。

新告示においては規制業種の数が大幅に減少しましたが、その主たる要因は旧告示の規

定を整理・統合したことに伴うものです。しかし、一定の分野では外資規制の緩和が図

られています。 
 

区分 規制 旧告示 新告示 
① 外資参入が禁止される事業 21 種類 11 種類 
② ミャンマー国民との合弁強制事業 42 種類 30 種類 
③ 特定の条件により外資参入が許可される

事業 
－ － 

 ③-1 特定の官庁の推薦があった場合に許可さ

れる事業 
115 種類 43 種類 

＋ミャンマー国民と

の合弁強制要件加重 
 ③-2 その他の条件により許可される事業 27 種類 21 種類 

＋合弁強制要件加重 
 

これに加えて、新告示においては規制事業リストに列挙されていない事業については、

100%外資による出資が可能である点が明記された点が特徴的です。以上によれば、旧

告示において規制されていた一定の業種については新告示により外資参入が開放され

たと評価できるものと思われます。 

 

もっとも、規制事業リストに列挙されていないすべての事業について無条件での

100%外資の門戸が開かれたと解釈するのは早計であるように思われます。本稿におい

ては、日系企業からの関心の高い卸売業・小売業に関する規制についてご説明します。

卸売業及び小売業に係る新旧告示上の取扱いは以下のとおりです。 
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事業 旧告示 新告示 
卸売業 商業省の推薦が必要 

小規模小売業の禁止 
現地投資家の近隣での事業禁止 
現地製品の優先取引 
合弁事業かつ 40%現地資本が必要 

小売業 

デパート・ハイパーマーケット・スーパーマーケット

における床面積の制限 

削除 

 
上記によれば、卸売業及び小売業に関する外資規制が全面的に撤廃されたと文言上は

読めます。もっとも、当事務所が得ている情報によれば、そのような理解は必ずしも

MIC 及び関係当局の見解にそぐわないと思われます。卸売業及び小売業については、旧

告示の各種条件を削除することにより、MIC の裁量を拡大させ、個別のケースごとに

MIC 及び関係官庁の意向を反映することが意図されており、かつ、現時点では関係官庁

はこれらの事業について必ずしも規制を撤廃するという意思を固めている訳ではなさ

そうです。したがって、卸売業及び小売業については、新告示の下でも MIC の許可を

得ることは容易ではないように思われます。 

 

このように、新告示による改正は外資規制を一定程度緩和したと評価できるように思

われるものの、直ちに規制対象となっていない事業すべてが開放されたとは考えること

は時期尚早であり、卸売業・小売業を含めて、MIC 許可に関する今後の実務上の運用の

動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 

12. 新興国：メキシコにおけるエネルギー改革関連法令の成立 
 

メキシコでは、2013 年 12 月、メキシコ石油公社（PEMEX）により独占されてきた

石油・ガス産業を、国内外問わず民間企業に開放するという、歴史的なエネルギー改革

に関する憲法改正が行われました。このエネルギー改革を実行するための細則を定めた

各種関連法令（既存法令の改正を含む。）が、この度国会を通過し、ぺニャ・ニエト大

統領の承認を経て、2014 年 8 月 12 日に施行されました。 

これらの関連法令は、炭化水素法、炭化水素歳入法、外国投資法、PEMEX 法等多岐

にわたりますが、特に、民間企業の参入方式・手続き等が定められたことが注目されま

す。 

今回のエネルギー改革では、主に電力や石油・ガス資源の分野に関する大きな改革が

行われていますが、まず、電力に関しては、発電事業について民間の参入が可能となり
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ます。送配電事業に関しては引き続き国が独占しますが、送配電施設の建設・メンテナ

ンス等には民間が参入可能となります。また、石油・ガス資源に関しては、地下に存在

する資源については国有であるとしながらも、民間企業が、国や PEMEX との間で、生

産物分配契約（Production-sharing）・利益分配契約（Profit-sharing）・ライセンス契約・

サービス契約といった形態で契約を締結することにより、石油・ガス事業に参入するこ

とが認められることとなります。 

今回の関連法令の成立により、メキシコのエネルギー産業への民間からの投資・海外

からの投資が本格的に活発化していくことが期待されます。 

 

 

 
 
 
 

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

 セミナー  『改正電気事業法と電力ビジネスの将来展望』 

開催日時  2014 年 9 月 8 日(月) 13:30～16:30 

講師    小林 卓泰 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『株主代表訴訟、役員責任追及訴訟の最新動向～会社法改正も踏まえ、

企業不祥事の予防・対応を視野に入れる～』 

開催日時  2014 年 9 月 9 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  『｢クロスボーダー合併」の実務～株式を対価とする外国企業とのM&A～』 

開催日時  2014 年 9 月 12 日(金) 13:00～16:00 

講師    大石 篤史 

主催    金融財務研究会 
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 セミナー  『インド会社法改正を踏まえた現地実務の法律上のチェックポイント』 

開催日時  2014 年 9 月 12 日(金) 15:00～17:00 

講師    小山 洋平 

主催    経営法友会 

 

 セミナー  『現代社会と著作権』 

開催日時  2014 年 9 月 18 日(木) 10:30～14:30 

講師    池村 聡 

主催    宮崎大学 学生支援部基礎教育支援室  

 
 セミナー  『新興国においてこそ機能させるべきコンプライアンス体制の構築～

外国公務員贈賄規制の各国情報や、現地子会社の実態を踏まえたケー

ススタディー～』 

開催日時  2014 年 9 月 29 日(月) 13:30～16:30 

講師    梅津 英明 

主催    金融ファクシミリ新聞社  

 
 セミナー  『インフラビジネスの最前線－コンセッションの法務と実務－』 

開催日時  2014 年 10 月 1 日(水) 13:30～16:30 

講師    岡谷 茂樹 

主催    FN コミュニケーションズ 

 
 セミナー  『著作権ビジネス講座「法改正から考える著作権制度の今、そして未

来」』 

開催日時  2014 年 10 月 3 日(金) 13:40～15:30 ※池村の登壇予定時間です 

講師    池村 聡 

主催    公益財団法人著作権情報センター 

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

 本   『租税法と市場［初版］』 

出版社   有斐閣 

著者   大石 篤史(共著) 

 

 本   『事業再生の迅速化』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   松村 正哲(共著) 
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 本   『会社法コンメンタール 9-機関(3)』 

出版社   株式会社商事法務 

著者   野村 修也(共著) 

 

 本 『ENTERPRISE LAW Contracts, Markets, and Laws in the US and 

Japan』 

出版社   Edward Elgar Publishing 

著者   関口 健一、東 陽介 

 

 論文   「平成 26 年改正会社法の解説(1)｣ 

掲載誌   旬刊商事法務 No. 2040 

著者   内田 修平(共著) 

 

 論文   「オーストラリア企業倒産・再生法制」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.42 No.8 

著者   根本 敏光(共著) 

 

 論文   「中国の PE 投資における評価調整条項の理論と実務」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.42 No.8 

著者   孫 彦 

 

 論文   「中国系銀行発行の信用状に係る東京高裁判決と実務対応」 

掲載誌   金融法務事情 1999 号 

著者   関戸 麦、江口 拓哉(共著) 

 

 論文   「機関設計第三の選択肢 導入にあたっての考慮要素」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.10 

著者   三浦 亮太 

 

 論文   「東証の注意喚起制度とスクープ報道への対応」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.10 

著者   根本 敏光 

 

 論文 ｢特集：改正会社法の影響と実務対応<上>【ガバナンス編】｣ 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1388 

著者   石井 裕介（PartⅠ：他の機関と比較・検討する 監査等委員会設置会

   社の概要と移行ポイント） 

   太子堂 厚子（PartⅡ：「相当でない理由」の開示、要件の見直し等 社
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   外役員の改正ポイントと実務上の留意点） 

   奥山 健志（PartⅢ：「多重代表訴訟制度、内部統制システム･･･etc. 

    グループガバナンスの改正ポイントと実務上の留意点） 

 

 論文   ｢特集：改正会社法の影響と実務対応<下>【組織再編】編｣ 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1389 

著者   森田 恒平、門松 優介、立石 光宏 

 

 論文   「第 186 回通常国会で成立した主な法律と実務への影響」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1389 

著者   小林 雄介 

 

 論文   「民活空港運営法の下での空港コンセッション」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.20 

著者   佐藤 正謙、岡谷 茂樹(共著) 

 

 論文 「全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部（関西宇部）（組合の

営業妨害行為への差止請求）事件(大阪地裁 平 25.11.27 判決)」 

掲載誌   WEB 労政時報 2014 年 8 月 

著者   竹岡 裕介 

 

NEWS                           http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を、客員弁護士とし

て迎えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接法

の教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑基本

法整備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果たして

こられました。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さら

に充実したリーガルサービスをご提供できるよう、努めてまいる所存です。  

 

 The American Lawyer誌による、2014 Global Legal Awardの受賞案件に関与しました 

The American Lawyer 誌による、2014 Global Legal Award が発表になり、当事務

所が関与した 3件が、それぞれ以下の通り受賞しました。 

・Global Finance Deal of the Year: Restructuring and Insolvency (Asia)を受

賞した、Micron によるエルピーダの買収案件につき、Micron Technology Inc.

側として関与。 
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・Global M&A Deal of the Year: Japan Inbound を受賞した、Applied Materials

と東京エレクトロンの経営統合案件につき、Applied Materials 側として関与。  

 

・Global M&A Deal of the Year: Europe/Germany を受賞した、LIXIL による GROHE

グループ社の株式取得案件につき、LIXIL Group Corporation 側として関与。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 


