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2. 知的財産法：「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」の

公表

3. 競争法／独禁法：消費税特措法ガイドラインの改正案が公表

4. エネルギー・インフラ：洋上風力促進小委員会の議論状況

5. 労働法：パワハラ防止に関する法整備の動き

6. 会社法：東証が「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況（2018年 12

月末日時点）」を公表

7. 危機管理：内部通報制度認証「自己適合宣言登録制度」の受付開始

8. 一般民事・債権管理：中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経

営強化法等の一部を改正する法律案の閣議決定

9. M&A：衆議院調査局が M&Aに関する企業動向等を公表

10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、企業内容等の開示に関する内閣

府令の改正案に対するパブコメ結果を公表

11. 税務：合併に際して退職した被合併法人の従業者を合併法人で新たに雇用する

場合に従業者引継要件を満たすとされた照会事例

12. 中国・アジア（タイ）：土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利を創設す

る法案通過

13. 新興国（南アフリカ）：南アフリカの労働関連法の制定・改正

14. 国際訴訟・仲裁：香港における Third Party Fundingを定める法律の施行

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 2019年 3月号（Vol.63）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：「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在

り方」の公表 

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、2018年 10月より 2019年 2

月まで、知財紛争処理システムの在り方に関する審議がなされており、2019年 2月 15

日の会合において、その結果を「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在

り方」として取りまとめました。
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我が国では、これまでも知的財産権の行使のために知財訴訟制度の充実に向けた取り

組みが行われてきましたが、諸外国の制度改正の動向も見据えつつ、権利保護の実効性

をより高めるために不断の見直しを行う必要があるとして審議がなされてきたもので

す。 

同報告書では、知財紛争処理システムを巡る課題として、証拠収集の困難さ、損害賠

償額算定に対する納得感、裁判手続の明確化、訴訟にかかる費用の高さの 4点を抽出し、

これらに対する解決策として、次の 4つの観点からの検討がなされています。 

①証拠収集手続の強化 

強制力のある証拠収集手続の導入（具体的には、当事者の申立てにより、一定の要件

の下で、営業秘密等の保護に十分に配慮しつつ、裁判所が中立公正な専門家に対し、相

手方当事者の工場等において必要な資料を収集して報告書を作成する旨の命令をする

ことができる制度）の検討 

②損害賠償額算定方法の見直し 

損害賠償額算定方法の改善のために、算定方法の在り方（具体的には、特許法 102

条 1 項で覆滅された部分の相当実施料額の請求の可否、特許法 102 条 3 項の考慮要素

の明確化の要否、実損の填補の範囲を超える賠償の可否）の検討 

③紛争解決手段の選択肢の整備の検討 

特許権侵害訴訟における裁判手続の利用者のニーズに合わせた紛争解決手段の選択

肢を用意するために、二段階訴訟制度（差止請求訴訟と併せて損害賠償義務を負うべき

ことの確認の訴え（前訴）の判決後、別途、損害の支払を求める損害賠償請求の訴え（後

訴）を提起するという制度）の検討 

④訴訟にかかる費用負担軽減の検討 

代理人費用等の負担配分その他の方策の検討 

この報告書における検討結果を踏まえ、3月 1日に閣議決定がなされた特許法等の一

部を改正する法律案に、中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査証）の創設及び損

害賠償額算定方法の見直しが盛り込まれました。 

   ＜参考資料＞ 

   「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」 

http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/190

215_tokkyo_houkoku/01.pdf 
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3. 競争法／独禁法：消費税特措法ガイドラインの改正案が公表 
 

2019年 2月 1日、公正取引委員会（「公取委」）は、同年 10月の消費税率引上げに先

立ち、消費税転嫁対策特別措置法（「消費税特措法」）に関するガイドラインを見直し、

改正案を公表しました。 

 

改正案の主なポイントは以下の 3点です。 

① 消費税率引上げ後に実施する値引等の原資に関する注意 

2018年 11月 28日に公取委らが策定・公表した「消費税率の引上げに伴う価格設

定について（ガイドライン）」では、消費税率引上げ後に小売事業者が実施する値引

きについて、消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されているもの

の、事業者の価格設定のタイミングや値引きセール等の宣伝・広告自体は禁止されず、

例えば、「10月1日以降○%値下げ」「10月1日以降○%ポイント付与」等と表示するこ
とは問題ないとされています。但し、かかる表示をしたセールの実施にあたり、取引

先に対してその原資を負担させる場合には、消費税特措法違反となります。改正案は、

この点を明記しています。 

② 軽減税率制度の導入に伴う考え方の明確化 

改正案は、消費税率引上げに合わせて軽減税率制度が導入されることに伴い、消費

税特措法上の考え方を整理しています。例えば、標準税率が適用される商品の対価に

ついて、10 月 1 日以降、軽減税率が適用された場合の対価まで減じる「減額」の場

合や、10 月 1 日以前の対価を据え置く「買いたたき」を、違反事例として追加する

等しています。 

③ 違反事例の追加 

改正案は、これまでの公取委による勧告・指導の中で繰り返し見受けられる違反行

為や、事業者が問題ないと誤解しやすい違反行為を追加しています。例えば、内税取

引の場合に、そのことを理由として（又は取引先からの対価引上げの要請や価格交渉

の申し出がないことを理由として）対価を据え置く場合は、「買いたたき」として違

反となる旨を追加しています。 

 

改正案は、3 月 4 日までに行われる意見募集の結果を踏まえて成案となる予定です。

公取委等による消費税特措法の調査は、現在も活発に行われていますが、消費税率引上

げ後は、違反事例がさらに増加することが見込まれます。消費税特措法は、企業にとっ

ては遵守が容易ではありませんが、調査を行う当局にとっては税率改定前後の支払代金

の変更の有無をチェックする等により比較的違反を発見しやすいという特徴がありま

す。また、ひとたび違反が発見されると公表処分になりやすく、返金やレピュテーショ

ンの毀損等、企業にとっては大きなダメージとなりかねません。企業においては、本ガ

イドラインを検討した上で、消費税率の引上げ時に必要な対応について確認することが

重要です。 
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4. エネルギー・インフラ：洋上風力促進小委員会の議論状況 
 

2019年 2月 28日、洋上風力促進ワーキンググループ・洋上風力促進小委員会（「小

委員会」）の第 3回合同会議が開催され、再エネ海域利用法（「法」）の運用開始に向け、

主に公募による事業者選定について、大要以下のような案が提示されました。 

① 事業者選定のプロセスは、まず事務局において法 15条 1項に定める基準（発電

事業を実施する上で最低限必要な水準）に適合していることを審査した（第 1

段階）後、評価の基準に従い、第三者委員会の評価も踏まえて評価を実施します

（第 2段階）。第 2段階における評価基準としては、供給価格を最も重要な要素

と位置づけつつ、①事業の実施能力（実績、リスクの特定及び分析、故障時の早

期復旧方策、最先端の技術の導入等の視点からみる技術的能力並びに資金計画等

からみる財務的能力）・②地域との調整、地域経済等への波及効果（関係行政機

関の長等との調整を行う者の実績、地域/国内への経済波及、関係漁業者等との

協調）の観点から、事業実現性もあわせて評価すべきです。 

② 公募占用指針に記載すべき事項は、大要以下のとおりとすべきです。 

・ 出力の量の基準（法13条 2項 4号）としては、促進区域の指定時に決められた

出力（系統容量）から±20%の範囲で事業者の裁量を認めます。 

・ 公募の参加者の資格（法13条 2項 5号）としては、港湾法及び FIT法の基準を

参考としつつ、一定の欠格要件を設け、また国内に法人格を有することを求める

べきです。 

・ 撤去に関する事項（法13 条 2 項 12 号）としては、事業者の倒産時を含めて撤

去を確実に担保する方策を義務づけるべきです。 

③ 公募時に事業者に提供する情報のうち、風況及び海底地質は実測調査（風況：

10分平均データの積上げ・連続 12ヶ月、地質：地盤ごとのボーリング調査・音

波探査）によるべきです。 

④ 公募のスケジュールとしては、公募占用指針の作成に最低 2 ヶ月を要した後、

公募開始から占用計画の提出までを原則 6ヶ月、第 1段階の審査に 2ヶ月、第 2

段階の評価を 3ヶ月程度とします。 

上記の点は、いずれも事業者選定プロセスを検討する上で重要なポイントであり、今

後も小委員会における議論状況を引き続き注視する必要があります。 
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5. 労働法：パワハラ防止に関する法整備の動き 
 

2019年 2月 14日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改

正する法律案要綱」に関し、労働政策審議会からおおむね妥当との答申が行われました。

60 号に分科会（労政審雇用環境・均等分科会）における議論の状況を取り上げました

が、上記答申により省内での議論がまとまり、今年度の国会に法案が提出される見込み

です。本稿では、上記要綱のうち、パワーハラスメント（パワハラ）防止措置義務に関

連する部分についてご紹介いたします。なお、法案審議の過程で内容が修正される可能

性もあるため、今後の議論の動向には注意する必要があります。 

上記要綱では、パワハラ防止に関して、国の講ずべき施策に「職場における労働者の

就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実する

こと」が加えられます。 

また、「職場において行われる優越的な地位を背景とした言動であって、業務上必要

かつ相当な範囲を超えたもの」をパワハラの定義とした上で、使用者に対し、労働者か

らの相談に応じ適切に対応するための必要な体制整備を始めとした必要な措置を講じ

る義務を課すとしています（派遣労働者の場合、派遣元のみならず当該労働者が役務を

提供する派遣先事業主もパワハラ防止措置義務が課される見込みです。）。加えて、使用

者に対し、かかるパワハラについて相談したことや、下記の紛争解決制度を利用したこ

と等を理由とした解雇等の不利益取扱いを禁止するとしています。なお、中小事業主は

公布の日から起算して 3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、パワ

ハラ防止措置を講じることは努力義務とされる見込みです。パワハラ防止措置の具体的

な内容については、厚労省から必要な指針が定められることとなっています。 

厚生労働大臣は、上記義務に違反した行政上の制裁として、かつ勧告に従わなかった

旨を公表できるとされています。上記の措置義務が私法上の効力を有する（当該義務違

反を理由とした損害賠償請求が可能となる。）か現段階では不明ですが、少なくとも不

法行為又は安全配慮義務違反の認定における考慮要素となるものと思われます。 

上記に関する労使間の紛争について、当事者の双方又は一方から解決につき都道府県

労働局長に援助を求めた場合、必要な助言、指導又は勧告を得られることができるほか、

紛争調整委員会による調停を利用することが可能となる見込みです。 

冒頭で申し上げたとおり、上記の内容は今年度国会に法案として提出される見込みの

段階であり、即時の対応が求められるものではありません。もっとも、パワハラに関す

る相談が労働事件の中でも非常に大きな割合を占めるようになっている現状からすれ

パートナー 小林 卓泰 
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ば、かかる法制度の整備を契機にさらにトラブルが増加することも想定されるため、相

談窓口・内部規程の整備や社員教育の実施等、早めの対応を行っておくことが必要かと

思われます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

6. 会社法：東証が「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
（2018年 12月末日時点）」を公表 

 
2019年 2月 21日、東京証券取引所は、「コーポレートガバナンス・コードへの対応

状況（2018年 12月末日時点）」（「本集計」）を公表しました。これは、各社から提出さ

れたコーポレートガバナンス報告書（「報告書」）の集計結果に基づきコーポレートガバ

ナンス・コード（「コード」）への対応状況を開示するもので、本集計では、2018 年 6

月に行われたコード改訂に伴う報告書の提出期限である 2018 年 12 月末日時点を基準

日（「本集計基準日」）とした結果が開示されています。 

本集計によれば、本集計基準日までにコードへの対応状況を開示した東証市場第一部

及び同第二部の 2,621社のうち、78原則すべてをコンプライしている会社は 15.0%（392

社、2017年 7月比-14.9pt）、9割以上をコンプライしている会社は 80.7%（2,113社、

同-8.2pt）に留まり、2017年 7月時点と比較してコンプライ率の顕著な低下がみられま

す。原則別では、コンプライ率の低下の幅が大きい順に、補充原則 4-10①（任意の指名

委員会・報酬委員会等の設置関連）で-28.4pt、原則 4-11（ジェンダーや国際性の面を

含む取締役会の構成関連）で-27.6pt、原則 4-1③（後継者計画関連）で-18.0ptの低下が

みられ、2018 年 6 月に改訂されたこれらの原則のコンプライ率が大きく低下したこと

に伴い、全体のコンプライ率も低下したものです。 

なかでも補充原則 4-10①については、指名委員会・報酬委員会等の独立社外取締役を

主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置が、改訂前は例示に留まっていたのに対し、

改訂後は原則的な対応とされた（同原則により独立した諮問委員会の設置が求められる

のは、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役

会の過半数に達していない上場企業に限られます。）ことに伴い、従来これらの独立し

た諮問委員会を設置せずにコンプライと整理していた会社において、コンプライしてい

ないものと整理されたことにより、大きくコンプライ率が低下したものと考えられます。 

また、補充原則 4-10①に関連する動きとしては、本集計の公表と同日の 2019年 2月

21 日付で東京証券取引所より公表された報告書の記載要領においても、指名委員会又

は報酬委員会に相当する任意の委員会について、主な検討事項や個々の委員の出席状況

パートナー 荒井 太一 
  03-5220-1853

  taichi.arai@mhmjapan.com
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等を含めたその活動状況に関する記載を充実させることを求める旨の改訂が行われて

います。 

各社においては、任意の委員会の設置の要否にとどまらず、社外取締役を活用した

コーポレート・ガバナンスの実効性向上の観点から、委員会の権限や運営等の実質面に

ついて、さらには投資家との建設的な対話促進の観点から、委員会の活動状況の積極的

な開示について検討を続けていくことが求められると考えられます。 

 

＜参考資料＞ 

東京証券取引所： 

「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況（2018年 12月末日時点）」 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000003u637.pdf 

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領（2019年 2月改訂版）」 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/02.pdf 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. 危機管理：内部通報制度認証「自己適合宣言登録制度」の受付開始 
 

内部通報制度認証の指定登録機関である公益社団法人商事法務研究会（「商事法務研

究会」）は、2 月 12 日、「自己適合宣言登録制度」の登録申請の受付開始を公表しまし

た。 

「自己適合宣言登録制度」は、内部通報制度認証制度の第 1フェーズとして導入され

た制度であるところ、事業者が自らの内部通報制度を評価して、認証基準に適合してい

る場合、当該事業者からの申請に基づき指定登録機関がその内容を確認した結果を登録

し、所定のWCMS（Whistleblowing Compliance Management Systemの略）マークの

使用を許諾する制度です。登録された内部通報制度は、指定登録機関である商事法務研

究会のウェブサイトにおいて、その登録事業者名、制度名、登録・更新日が公表される

予定です。自己適合宣言の登録の有効期間は 1年であり、更新申請等の手続を経ること

によって、登録を更新することができます。 

また、今後、内部通報制度認証制度の第 2フェーズである「第三者認証制度」も導入

される予定ですが、商事法務研究会のウェブサイトによれば、現時点においては、まず

は、自己適合宣言の登録を受けた事業者が、次のステップとして第三者認証に進むとい

う仕組みが想定されているとのことです。そのため、第三者認証の取得を検討されてい

パートナー 石井 裕介 
 03-5223-7737 

 yusuke.ishii@mhmjapan.com 

アソシエイト 香川 絢奈 
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る企業としては、自己適合宣言の登録を受けることも重要となってくるものと思われま

す。 

自己適合宣言の登録を受けた企業は、上記のとおりWCMSマークを使用することが

できるようになります。具体的には、名刺、（自社の）ウェブサイト、公告・宣伝資料、

封筒・便箋、その他これらに類するものにWCMSマークを掲載することができ、自社

の内部通報制度の実効性を内外にアピールすることが可能になります。但し、2 月 12

日に公表された WCMS マーク使用規程及び WCMS マーク運用の手引きに記載された

ルールに従って使用する必要があるため、留意が必要です。 

以上のとおり、消費者庁が 2018 年 5 月に導入を公表した内部通報制度認証制度が、

いよいよ運用開始となります。内部通報制度認証の自己適合宣言の登録は、内外からの

内部通報制度への信頼性向上のための選択肢の一つとなると考えられます。そして、

2018 年 7 月に消費者政策会議によって決定された消費者基本計画工程表の改訂素案に

おいては、内部通報制度に係る認証取得の促進支援を行うこと等が謳われており、また、

2020年度には認証取得事業者数を 300社とする旨の KPIが示されていることから、内

部通報制度認証制度の普及に向けた何らかのインセンティブ（例えば、公共調達におけ

る加点等が議論されています。）が導入されることも期待されます。内部通報制度認証

制度が企業にとってどのような意味合いを持つ制度となっていくか、今後の動向が注目

されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

パートナー 藤津 康彦 
 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhmjapan.com 
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8. 一般民事・債権管理：中小企業の事業活動の継続に資するための中
小企業等経営強化法等の一部を改正する法律

案の閣議決定 
 
2019年 2月 15日、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法

等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。この改正法案は、自然災害の頻発化

や経営者の高齢化により、中小企業の事業活動の継続が危ぶまれていることを踏まえ、

中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するために、中小企業

等経営強化法等を改正し、必要な措置を講じるものです。 

改正法案では、主要な措置事項として、①中小企業等の事業継続力強化に対する支援、

及び、②中小企業の経営承継の円滑化に向けた施策を講じています。 

①についての主なポイントは、次の 3点です。第 1は、自然災害等が発生した場合の

対応手順の決定等、中小企業が行う事前対策の内容や、中小企業を取り巻く関係者（サ

プライチェーンの親事業者、金融機関、保険会社、地方自治体、商工団体等）に期待さ

れる協力事項を規定した、事業継続力強化に関する基本方針の策定です。第 2は、経済

産業大臣の認定を受けた中小企業作成の事業継続力強化計画等に対する支援措置（信用

保証枠の追加、低利融資及び防災・減災設備への税制優遇等）です。第 3は、商工会・

商工会議所が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化の支援事業計画に

関する認定制度の創設、及び必要経費に対する地方交付税措置等です。 

②については、個人事業者の土地、建物及び機械等の承継に係る贈与税・相続税を

100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成 31年度税制改正大綱に盛り込

まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例

（相続人全員の合意があれば簡便な手続で、後継者に生前贈与された株式を遺留分の算

定から除外可能）の対象が個人事業者に拡大されています。 

自然災害の頻発化や経営者の高齢化が進む社会の中で、中小企業にとって、事業継続

力強化の必要性はますます高まってくると思われますので、改正法案に基づく支援が適

切に受けられるよう、引き続き法案の審議の行方に注目していくことが重要と考えられ

ます。 

 

 
 
 

 
 
  

パパーートトナナーー  大大室室  幸幸子子  
  0033--66221122--88335500  

 sachiko.omuro@mhmjapan.com 

アアソソシシエエイイトト  梅梅本本  麻麻衣衣  
  0033--66226666--88775533  

 mai.umemoto@mhmjapan.com 
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9. M&A：衆議院調査局がM&Aに関する企業動向等を公表 
 

2019年 2月 19日、衆議院調査局経済産業調査室が、「最近の企業動向等に関する実

態調査」（「本調査」）の結果を公表しました。本調査は、全国約 2万社を対象に、M&A

に関する考え方等の調査をするために実施されたものです。 

本調査の結果によれば、M&A について「事業承継対策として有効な手段」と回答し

た企業が最も多くありました（33.6%）。その他にも、「成長戦略（市場シェア拡大や新

事業進出等）として有効な手段」（28.0%）、「経営基盤の強化策（人材・技術・設備等

の獲得等）として有効な手段」（22.2%）等、M&Aを前向きに評価する回答が多くなっ

ています。M&Aが事業承継対策として有効な手段であるという認識が広がっている等、

本調査の結果は、国内企業の M&Aに関する近時の考え方を理解する上で有用であると

考えられます。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
10. ファイナンス・ディスクロージャー：金融庁、企業内容等の開示に

関する内閣府令の改正案に対

するパブコメ結果を公表 
 

金融庁は 2019 年 1 月 31 日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案（「本

改正案」）に対するパブリックコメントの結果（「本パブコメ」）を公表しました。 

本改正案は、投資家による中長期的な企業価値評価の観点から、有価証券報告書等の

記載事項として、主に①経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主

要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明、②経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD&A）について、資金調達の方法・

状況及び資金の主要な使途を含む資金需要の動向についての経営者の認識の説明等、具

体的な開示を求めるものです。 

本パブコメにおいては、①経営方針・経営戦略等について、セグメント情報に関連付

けた記載を行うことが望ましく（パブコメ回答 No.2）、また、経営方針・経営戦略の前

提となる「経営環境」については、企業の経営内容に即して資本コストや、企業構造、

事業を行う市場の状況、顧客基盤、販売網等についても記載することが期待される（パ

ブコメ回答 No.3、4）としています。また、②経営者によるキャッシュ・フローの状況

の分析・検討については、キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」に関す
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る経営者の視点による分析・検討内容を含めることが求められており、また、企業が得

た資金のうち、どの程度を成長投資、手許資金、株主還元とするかについて、経営者の

考え方を記載することが有用である（パブコメ回答 No.19）と示しています（パブコメ

回答 No.16）。 

このように、本パブコメにおいて、金融庁は、経営方針・経営戦略等や MD&A にお

いて記載されることが望ましい事項を例示しています。本改正は、これまでの多くの日

本企業に見られたボイラープレート的な開示ではなく、個々の企業の経営内容に沿った

具体的な企業情報の開示を求めるものであり、各企業においては、本パブコメに例示さ

れた事項も踏まえた一層の企業開示の充実が求められます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. 税務：合併に際して退職した被合併法人の従業者を合併法人で新た
に雇用する場合に従業者引継要件を満たすとされた照会事例 

 
共同事業を営むための適格合併の要件の一つである従業者引継要件に関し、名古屋国

税局への照会結果が公表されていますので、ご紹介いたします。 

（1）事案の概要 

A 社を合併法人、A 社と資本関係のない B 社を被合併法人とする吸収合併において、

①合併の日の前日における B社の従業者全員（81名）は同日付で B社との間の雇用契

約を終了（退職）するとともに、B社から退職金の支払いを受け、②B社の従業者のう

ち 79名は合併の日において A社との間に新たな雇用契約を締結し、同日から A社の従

業者として A社の業務に従事することとされていました。 

（2）論点 

従業者引継要件においては、合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、

その総数のおおむね 80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法

人の業務に従事することが見込まれていることが必要とされています（法人税法施行令

4条の 3第 4項第 3号）。 

本件合併においては、合併の日の前日に被合併法人 B社の全従業者は、B社を退職し

て雇用契約を終了し、雇用契約は合併法人 A社に承継されないことから、A社は B社の

従業者を形式的には引き継いでいません。しかし、本件合併後は、本件合併の前日まで

被合併法人の業務に従事していた被合併法人の従業者の総数の 80%以上が合併法人の
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業務に従事することが見込まれていることから、本件合併が従業者引継要件を満たすと

考えてよいかが問題になります。 

（3）名古屋国税局の回答 

上記の論点について、名古屋国税局は、2018年 11月 15日、従業者引継要件が満た

される旨回答しました。実務上、退職金を支払うために、本件のように一旦被合併法人

の従業員を退職させるニーズはあることから、参考になる事例としてご紹介する次第で

す。 

 

＜参考資料＞ 

国税庁 HP「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合

併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」 

http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/hojin/181115/index.htm 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（タイ）：土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利
を創設する法案通過 

 
土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利（タイ語の定義語の発音で Sub-Ing-Sithi、

「新用益権」）を創設する法案が、2019 年 2 月 8 日、立法議会（National Legislative 

Assembly）にて承認されました。法案の官報掲載から 180 日の周知期間を経て施行さ

れる予定です。併せて、内閣は、関連する下位規則の制定期間として当該施行後 90 日

間を設定しています。 

従来から存在する不動産賃借権と新用益権の違いは、例えば、タイ法上、賃借権は賃

借人の死亡により権利が消滅すると解されているのに対して、新用益権は、新用益権保

有者が死亡した場合も相続人に権利を承継させることができると規定されている点が

挙げられます。 

新用益権を設定できる不動産（immovable property）は、①権原証書（title deed）の

ある土地、②権原証書（title deed）のある土地及びその建物、③コンドミニアム法

（Condominium Act B.E. 2522 (1979)）に基づくコンドミニアムユニットをいいます。

また、新用益権に関する契約は、書面で作成し、今後制定予定の下位規則に従い管轄当

局へ登録しなければならないとされ、法定のフォーマットに従わない場合には無効とさ
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れる等、賃貸借の場合に比べ、新用益権の設定には厳格な形式要件が要求されることが

想定されています。 

タイでは、バンコクを中心に不動産開発、不動産取引が活発な状況が続いており、当

該法案施行後、新用益権が実際にどのような局面で活用されることとなるか、今後の動

向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 新興国（南アフリカ）：南アフリカの労働関連法の制定・改正 
 

2018年 11月、南アフリカにおいて、労働者の権利保護の強化を目的として、労働法

に関連する各種法律の制定及び改正が大統領により承認されました。 

まず、国家最低賃金法（National Minimum Wage Act, 2018）の制定が承認され、南

アフリカで初めて最低賃金制度が導入されることになりました。同法では、労働者の最

低賃金を原則として 1時間当たり 20ランド（ご参考：現在のレートで 1ランド＝約 7.9

円）、週 40時間労働の労働者であれば月額約 3,500ランドに相当する最低賃金が設定さ

れています（但し、介護者を始めとする家庭内労働者や農場労働者等の一部の業種の労

働者についてはより低い額の最低賃金が設定されています。）。国家最低賃金法は、南ア

フリカの一部の国家機関（自衛隊等）で働く者以外のすべての労働者に適用されます。

それまで同国には特定の業種を除いて法定の最低賃金制度は存在しなかったところ、同

国政府の発表によれば、同法の実施により、最低賃金制度の導入により同国の労働者の

過半数に相当する約 600万人の賃金が向上することになるとのことです。なお、同法は

2019年 1月 1日から施行されています。 

また、国家最低賃金法と同時に、①労働仲裁機関である Commission for Conciliation, 

Mediation and Arbitration（CCMA）に対し、労働争議等に際して適用されるピケッティ

ングに関するルールの裁定の権限を付与すること等を内容とする労働関係法（Labour 

Relations Act, 1955）の改正、及び、②育児休暇期間の拡大や、1日当たり労働時間数

が 4時間未満の場合における 4時間分の賃金の支払いの義務化等を内容とする雇用条件

基本法（Basic Conditions of Employment Act, 1997）の改正も承認されました。 

このように南アフリカ政府による労働者の権利保護へ向けた動きが目立っており、現

地で労働者を雇用する日系企業にとっても大きな影響があることから、今後の動向には

引き続き注視が必要です。 

パートナー 塙 晋 
 +66-2-266-6485 Ext. 324（バンコク） 

 susumu.hanawa@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 岸 寛樹 
 +66-2-266-6485 Ext. 327（バンコク） 

 hiroki.kishi@mhmjapan.com 

アソシエイト 白井 啓子 
 +66-2-266-6485 Ext. 322（バンコク） 

 keiko.shirai@mhmjapan.com 
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14. 国際訴訟・仲裁：香港における Third Party Fundingを定める法律の
施行 

 
2019 年 2 月 1 日、香港において、サードパーティーファンディング（Third Party 

Funding、「TPF」）を定める法律が施行されました。 

資金提供者（Third Party Funder）が、紛争当事者の支出する手続費用の一部又は全

部についてファイナンスを付ける TPFは、アジアにおいても広く認知されるようになっ

ています。 

今回香港で施行されたのは、仲裁及び調停に関する改正法（Arbitration and Mediation 

Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017）のうち未施行であった、

TPFを仲裁及び調停に活用することを適法化し、具体的な利用に関するルールを定める

規定（上記改正法 3章関連個所、新仲裁法（Arbitration Ordinance）10A章 3節及び 5

節）です。判例法において違法とされる訴訟干渉（maintenance and champerty）を構

成せず、また不法行為にもならないこと（新仲裁法 98K条、98L条）、仲裁手続に関す

る一定の情報を資金提供者に対して提供できること（同法 98T条以下）等が定められて

います。また、今回の施行に先立ち、昨年 12月 7日に、TPFに関する実務指針（Code 

of Practice）が公表されています。この実務指針は、TPFを提供する資金提供者が従う

べき指針と位置づけられて、違反したことにより直ちに法的責任が課せられるものでは

ありませんが、違反の事実は、裁判所や仲裁廷に対して証拠として提出され、その判断

対象に関連する限りにおいて、当該判断に際して加味され得るものとされています（新

仲裁法 98S条）。 

2017 年のシンガポールにおける同様の法律の施行に続き、香港における今回の法律

施行は、アジアにおける仲裁手続の更なる活性化に併せて、TPF業者の活躍が予想され

ます。日本における TPF の法的位置づけは、いまだ明確にされておらず、TPF の活用

もあまりされていないというのが現状ですが、紛争の国際化に伴う費用増大化が進むに

つれ、日本企業においても、TPFの活用を検討する時期が迫っているように思われます。

パートナー 梅津 英明 
   03-6212-8347

 hideaki.umetsu@mhmjapan.com 

オブ・カウンセル 佐藤 貴哉 
  03-6266-8543

 takaya.sato@mhmjapan.com 

アソシエイト 桑原 周太郎 
 03-6213-8151 

 shutaro.kuwahara@mhmjapan.com 

アソシエイト 山崎 友莉子 
 03-5223-7793 

 yuriko.yamazaki@mhmjapan.com 
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日本における国際仲裁活用の議論と合わせ、TPFに関する議論にも注目する必要があり

そうです。 

 
 
 

 

 

 

 

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

 セミナー  『2019年定時株主総会における想定問答作成及び回答のポイント 

 第 2回』 

開催日時  2019年 3月 8日（金）14:00～17:00 

講師    奥山 健志 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『【第3の防衛線（内部監査部門）向け】「AML/CFTオーディター 

 （アンチマネロン･オーディター）」（東京）』 

開催日時  2019年 3月 14日（木）10:00～17:30 

講師    小田 大輔 

主催    一般社団法人 金融財政事情研究会 

 

 セミナー  『洋上風力発電プロジェクトの最新実務～新法への対応、送電系統、 

 契約交渉、ファイナンスの横断的見地から～』 

開催日時  2019年 3月 15日（金）13:30～16:30 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『監査等委員会設置会社向け講演会「監査等委員会設置会社の指 

 名・報酬の規律―指名・報酬に関する意見陳述権の行使状況を中心 

 に―」』 

開催日時  2019年 3月 15日（金）14:30～16:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    公益社団法人日本監査役協会 

 

 

 

 

 

パートナー  金丸 祐子 
 03-6266-8542 

 yuko.kanamaru@mhmjapan.com 



 
 

   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。 

© 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

16 
 

 セミナー  『第5回国際取引法学会全国大会～原産地規則の新潮流：TPP11 

 協定と日 EU・EPAの比較検討～』 

開催日時  2019年 3月 16日（土）9:00～10:00 

講師    畠山 佑介 

主催    国際取引法学会・UNCITRAL 共催 

 

 セミナー  『日本・海外の贈収賄規制への基本対応 ～現場担当者が持ち易い 

 誤解から実例を踏まえた勘所まで～』 

開催日時  2019年 3月 18日（月）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣、塚田 智宏 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 セミナー  『CGSガイドラインの概要と社外役員活用方法のご提案』 

開催日時  2019年 3月 19日（火）10:00～12:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上 

 のポイントを重点的に解説～』 

開催日時  2019年 3月 19日（火）13:30～16:30 

講師    熊谷 真和、髙橋 悠 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『動き出したCEOの後継者計画』 

開催日時  2019年 3月 19日（火）15:00～17:00 

講師    澤口 実 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント』 

開催日時  2019年 3月 19日（火）13:30～16:30（東京） 

 2019年 3月 20日（水）13:30～16:30（大阪） 

講師    石井 裕介 

主催    株式会社商事法務 
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 セミナー  『第3887回金融ファクシミリ新聞社セミナー「従業員による不正・ 

 不祥事を防ぐ・発見する具体策」』 

開催日時  2019年 4月 1日（月）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣、大川 信太郎 

主催    株式会社金融ファクシミリ新聞社 

 

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

 本     『法務の技法シリーズ 経営の技法』（2019年 2月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    野村 修也 

 

 本     『指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務〔第2版〕』 

 （2019年 2月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    澤口 実、渡辺 邦広（編著）、若林 功晃、松村 謙太郎、飯島 隆博、

坂㞍 健輔（共著） 

 

 論文    「新春座談会 Wコードとコーポレートガバナンスの展開〔下〕」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2188 

著者    澤口 実 

 

 論文    「中国最新法律事情（228）越境電子商取引小売輸入の監督管理業 

 務の整備に関する通知」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.47 No.2 

著者    柴 巍、水本 真矢 

 

 論文    「コーポレート・ガバナンス報告書の分析 改訂CGコードに基づ 

 く開示 エクスプレイン」 

掲載誌   資料版／商事法務 No.418 

著者    澤口 実、飯島 隆博 

 

 論文    「東京大学未来社会協創推進本部・政策ビジョン研究センターシン 

 ポジウム 「データ利活用のための政策と戦略」（下）」 

掲載誌   NBL No.1139 

著者    岡田 淳 
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 論文    「法務省令第27号「会社計算規則の一部を改正する省令」の解説」 

掲載誌   企業会計 Vol.71 No.2 

著者    邉 英基（共著） 

 

 論文    「販売契約の特別な条項」 

掲載誌   企業会計 Vol.71 No.3 

著者    藤津 康彦 

 

 論文    「ヘルスケア関連規制の改正に関する最新動向「薬機法等制度改正 

 に関する取りまとめ」の公表～（前編）」 

掲載誌   会社法務A2Z 2019年 2月号 

著者    浦岡 洋、大野 志保 

 

 論文    「改正入管法の要点」 

掲載誌   会社法務A2Z 2019年 2月号 

著者    荒井 太一、南谷 健太 

 

 論文    「裁判例からみる雇止め可否の判断ポイントと企業の対応策」 

掲載誌   ビジネスガイド No. 867 

著者    荒井 太一、川井 悠暉 

 

 論文    「【徹底解説】コンセッション事業の近時の動向と今後の展望」 

掲載誌   The Finance 

著者    末廣 裕亮、大川 信太郎 

 

 論文    「改正入管法の概要と実務上の対応」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル 2019年 3月号 

著者    荒井 太一、南谷 健太（共著） 

 

 論文    「＜Robotics法律相談室第 43回＞自動運転に対応するため道路交 

 通法はどのように改正されるのか」 

掲載誌   日経Robotics 2019年 3月号 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文    「会社法判例―より深く学ぶ、考える〔第17回〕株主名簿閲覧謄 

 写請求の拒絶事由―フタバ産業事件決定等を題材として」 

掲載誌   法学教室 No.461 

著者    石井 裕介 
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 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2019」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2019 

 7th Edition 

著者    林 浩美、戸嶋 浩二 

 

 論文    「The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – Japan Chapter」 

掲載誌   The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review 7th Edition 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保 

 

NEWS      http://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1月 1日付にて、下記の 11名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

安倍 嘉一、井上 淳、田井中 克之、田中 浩之、藤田 知也、松井 裕介、栗原 宏

幸、近澤 諒、蓮本 哲、森 規光、吉田 和央 

 

また、同日付で 5名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

 

【オブ・カウンセル】 

佐々木 奏、岸 寛樹、石川 大輝、新井 朗司、チョン・チア・チー 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

 Chambers Global 2019にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2019で、当事務所は日本における以下の分野で上位グループ

にランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。当事務

所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グ

ループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下記の分野にて高い評

価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS 

LAW: INTERNATIONAL FIRMS ̶ MYANMARの分野でランクインし、ヤンゴン

オフィスの代表である武川 丈士が日本人として唯一ランクインしております。 

詳細は Chambersのウェブサイトに掲載されております。 
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分野 

JAPAN 

• Banking & Finance (Band 1) 

• Capital Markets (Band 1) 

• Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

• Corporate/M&A (Band 1) 

• Corporate/M&A: Foreign Expertise – China (Spotlight Table) 

• Dispute Resolution (Band 2) 

• Intellectual Property (Band 2) 

• International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Spotlight Table) 

 

CHINA 

• Corporate/M&A (International Firms) - Japan (Spotlight Table) 

 

MYANMAR 

• General Business Law (Band 4) 

• General Business Law: International Firms (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Banking & Finance (Band 2) 

• Corporate/M&A (Band 2) 

• Projects & Energy (Band 1) 

 

弁護士 

JAPAN 

• Banking & Finance 

Leading Individual: 桑原 聡子、佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

• Banking & Finance: Financial Services Regulation 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

• Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Senior Statespeople: 石黒 徹 

Up and Coming: 根本 敏光 

• Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

• Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 
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• Corporate/M&A 

Leading Individual: 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、紀平 貴之、小島 義博 

Recognised Practitioner: 林 宏和 

Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

• Dispute Resolution 

Leading Individual: 関戸 麦 

Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

• Intellectual Property 

Leading Individual: 三好 豊 

Foreign expert for China: 小野寺 良文 

 

CHINA 

• Corporate/M&A (International Firms)  

Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

• Dispute Resolution: Arbitration (International Firms) 

Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

• Intellectual Property (International Firms) 

Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文 

 

MYANMAR 

• General Business Law 

Leading Individual: ウィン・ナイン 

• General Business Law: International Firms 

Recognised Practitioner: 武川 丈士 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

• Banking & Finance 
Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン 

Senior Statespeople: アルバート・チャンドラー 

Recognised Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

• Corporate/M&A 

Leading Individual: ラッタナ・プーンソムバットラート 

• Projects & Energy 

Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティ

ウォン 

Senior Statespeople:アルバート・チャンドラー 
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 World Trademark Review 1000 - The World’s Leading Trademark Professionals 

2019にて高い評価を得ました 

Globe Business Media Groupが発行するWorld Trademark Review 1000 - The 

World’s Leading Trademark Professionals 2019において、当事務所は日本を代

表する法律事務所（Silver）として選ばれました。また、当事務所の以下の弁護

士・弁理士も各分野で高い評価を受けました。 

 

Individuals: Enforcement and litigation (Bronze) 

三好 豊、小野寺 良文 

 

Individuals: Prosecution and strategy 

田中 尚文 

 

 岡田 淳 弁護士が日本弁理士会必修研修（「平成 30年度不正競争防止法改正説明

会」「平成 30年度弁理士法改正説明会（データ関連業務）」）講師に就任しました 

 

 当事務所は、LGBTカップルにも婚姻の権利を認めるべきであるとの在日米国商

工会議所（ACCJ）の意見書に賛同する表明を行いました。この表明は、日系法

律事務所としては第一号となります。 

2019 年 2 月 14 日に日本外国特派員協会で開催された日本組織内弁護士協会

（JILA）及びWomen in Law Japan（WILJ）等との共同記者会見の場において、

石黒 徹 弁護士が、当事務所が ACCJの同性婚に関する意見書に賛同したことを

報告しました。このような賛同表明は、日系法律事務所としては第一号、日本に

拠点を置く法律事務所としてはモリソン・フォースターLLPに続く第二号となる

ものです。 

 

石黒 徹 弁護士による報告の内容は、以下のとおりです。 

「当事務所は、先日、ACCJの LGBTに関する意見書へ賛同することを決定しま

した。当事務所は法律家集団として日本国憲法の下の人権問題を大変重要に考え

ており、その一環として、LGBT等の性的マイノリティの個人の尊厳、法の下の

平等、幸福追求権等の人権を擁護・促進していきたいと考えています。それとと

もに、企業法務の専門家集団として、ビジネスや企業活動に非常に近い、正に企

業活動そのものに関する様々な課題についてリーガルサービスを提供している

立場にある中で、ACCJのビジネス又は日本企業の国際的競争力の観点からの政

策提言である本意見書にも大いに共感しました。このような背景により、約 100

人の事務所のパートナーの総意に基づき、事務所として本意見書をエンドースす

ることを決定しました。当事務所は、日本の法律事務所としては、本意見書をエ

ンドースする第一号であると聞いています。私どもの今回の賛同表明が、他の法
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律事務所が同様の行動をとるきっかけとなり、さらに JILA 及び WLIJ の本日付

の賛同表明と相俟って、企業その他の多くの団体がこの問題に関心を持つことの

一助になり、延いては、日本の立法府が同性婚を認める法律を一刻も早く成立さ

せることに少しでもつながれば幸いと思っています。それと同時に、当事務所と

しては、今後も事務所内外における一人一人の個人の個性を尊重し、すべての人

が活き活きと生活し活躍できる環境の整備に貢献していきたいと考えています。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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 


