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令和 3年度税制改正大綱 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 個人所得課税の改正ポイント 

Ⅲ. 法人課税の改正ポイント 

Ⅳ. 国際課税の改正ポイント 

Ⅰ.  はじめに 

政府与党（自由民主党及び公明党）は、令和 2年 12月 10日、「令和 3年度税制改正

大綱」1を決定し、政府は同様の内容を令和 2年 12月 21日に閣議決定しました（以下、

政府版を「本大綱」2といいます。）。 

本大綱の基本的な考え方として、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実

現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに

向けた投資を促進する措置が創設されています。それとともに、こうした投資等を行う

企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けること、中小企業の経営資源の集約化

による事業再構築等を促す措置を創設すること、家計の暮らしと民需を下支えするため

の措置（固定資産税の評価替えへの対応、住宅ローン控除の特例の延長等）をとること

等が掲げられています。 

本大綱による改正項目は、①個人所得課税、②資産課税、③法人課税、④消費課税、

⑤国際課税、⑥納税環境整備と多岐に亘りますが、本ニュースレターでは、企業の法務・

税務への影響が予想される、①、③及び⑤の改正項目について、その概要及び実務上の

ポイントを中心に解説します。 

Ⅱ.  個人所得課税の改正ポイント 

1．退職所得課税の適正化（本大綱 13頁以下）

勤続年数が 5 年以下の従業員が支払を受ける退職手当等についての課税が見直さ

れ、いわゆる 2 分の 1課税が部分的に廃止されます。現行税制上、退職所得について

は収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が所得金額とされています

1 自民党ホームページ（https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html） 
2 財務省ホームページ（https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf） 
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が、法人の役員等であって役員等としての勤続年数が 5 年以下の者がその勤続年数に

対応する退職手当等として支払を受けるものについては、当該 2分の 1課税の適用は

ありません。一方、役員等に該当しない従業員については勤続年数が短期であっても

2分の 1課税が適用されていますが、本改正により、役員等に該当しない従業員につ

いても、退職手当等の支払者の下での勤続年数が 5年以下である者が当該退職手当等

の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払を受ける退職手当等に関して、

退職所得控除額を控除した残額のうち 300万円を超える部分については、2 分の 1 課

税が適用されないこととなる予定です。なお、この改正は、2022 年分以後の所得税

について適用されます。 

 

例えば、勤続年数 5 年の従業員（この場合、退職所得控除額は 40 万円×5=200 万

円となります。）に対して 1,000 万円の退職金を支給する場合は、現行税制と改正後

で以下のとおりの差が生じます。 

 

 現行税制 改正後 

退職所得金額 
(1,000-2003)×1/24 

=400万円 

{(1,000-200)-3005}+300×1/26 

=650万円 

 

一般に、退職所得については上記の 2分の 1課税ゆえに給与所得等と比較して課税

上有利な取扱いを受けることが可能であり、支払者である企業側においても所得税法

上退職所得として扱われることを企図して退職手当等を支払うことが多いと考えら

れます。本改正により、退職手当等の支払対象である従業員の勤続年数が 5 年以下で

ないかについては留意が必要となります。 

 

2．キャリード・インタレストに係る課税上の取扱いの明確化 

 

個人であるファンドマネージャーが、出資持分を有するファンド（株式譲渡等を事

業内容とする組合）からその出資割合を超えて受け取る組合利益（いわゆるキャリー

ド・インタレスト）について、その分配割合が経済的合理性を有するなど一定の場合

には、役務提供の対価として総合課税の対象となるのではなく、株式譲渡損益等とし

て分離課税の対象になることの明確化が行われる予定です。また、その際、ファンド

マネージャーによる申告の利便性・適正性を確保するため、金融庁において所要の対

応を講ずるものとされています。 

実務上は、株式譲渡等を事業内容とする有限責任事業組合等の個人組合員に対して

支払われるキャリード・インタレストについて、分離課税として取り扱われている場

 
3 退職金から 200万円の退職所得控除。 
4 退職所得の 2分の 1課税。 
5 退職金から 200万円の退職所得控除後、300万円を超える部分に係る 2分の 1課税の廃止。 
6 退職金から 200万円の退職所得控除後、300万円までについては引き続き 2分の 1課税の維持。 



?? 
 
 

TAX LAW NEWSLETTER 
 

当事務所は、本書において法務・税務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又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

 

面も見受けられました。もっとも、こうした取扱いの法令上の根拠は必ずしも明確で

はなく、本改正により明確化される予定です。ただし、上記の「一定の場合」につい

て、いかなる要件が定められるか、今後の動向を注視する必要があります。 

 

Ⅱ.  法人課税の改正ポイント 

 

1．株式対価 M&Aを促進するための措置の創設（本大綱 42頁） 

 

（1） 改正経緯及び内容 

2020年に成立した会社法改正により株式交付制度が創設されたことに伴い、法人

が株式交付によりその有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受け

た場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることとされる予定で

す（所得税についても同様です。）。また、金銭対価の額が全体の 20%未満であれば

株式及び金銭の混合対価であっても課税繰延を受けることができるとされ、混合対

価の場合は、株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上が繰り延べら

れます。なお、本改正については組織再編税制との考え方との整合性が取れないこ

とを理由に、法人税法本則ではなく租税特別措置法における恒久措置として整備さ

れる見込みです。 

従来、株式対価 M&A については、買収会社にキャッシュ・アウトを伴わない点や、

対象会社の株主が買収後も買収によるシナジーを享受できるといったメリットが挙

げられる一方で、対象会社株主に対する株式譲渡益課税等の論点が存在し、活発と

は言い難い状況でした（なお、株式交換においては、従来から対価が株式であるこ

と等の一定の要件を満たすことにより対象会社株主について株式譲渡損益の計上が

繰り延べられることとされています。）。 

平成 30年度税制改正により、産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画の認定

を受けた場合、当該特別事業再編計画に基づく株式譲渡については株式譲渡益課税

が繰り延べられることとなりましたが、特別事業再編計画の認定要件の厳格さも相

まって、制度の創設にもかかわらず利用例は限られていました。 

本改正により、より簡易な要件で対象会社株主の株式譲渡損益の計上が繰り延べ

られることとなるため、株式対価 M&A の活発化が期待されます。なお、かかる改正

については、本大綱において適用時期は示されていません。 

 

（2） 実務上のポイント 

株式交換等の組織再編税制と異なり、一定程度までは金銭と株式の混合対価の場

合であっても対象会社株主の課税が繰り延べられる点は注目されます。また、株式

交付の用途は必ずしも買収の文脈に限られるものではなく、例えばグループ内の再

編において、従来株式の現物出資を行っていた場面（適格現物出資に該当しない限

り、現物出資を行った者について課税がなされるため、特に個人が行う場合には課
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税を免れませんでした。）で、株式交付を用いることにより、株主に対する課税を繰

り延べられる可能性があります。この点は、法案においていかなる要件が規定され

るかを確認する必要があります。 

また、株式交付は対象会社株主が対象会社の株式について譲渡しの申込みを行う

ことになっているところ、結果的に全ての対象会社株主が譲渡しの申込みを行った

場合、事実上株式交換と同様の取引となりますが、このような場合に株式交換との

平仄をとるような措置が整備されるかも注目されます。 

なお、会社法上、株式交付自体が日本の株式会社のみが利用できる制度であるた

め、外国会社を対象会社とする株式対価 M&A については、対象会社株主の株式譲渡

損益の計上を繰り延べるためには引き続き産業競争力強化法に基づく特別事業再編

計画の認定を受ける必要があります（租税特別措置法 66条の 2の 2。もっとも、外

国会社については通常非居住者の株主が多いと考えられ、日本の税制が問題となる

場面は多くはないと考えられます。）。 

本改正については適用時期が明記されていないため、原則どおり令和 3 年 4 月 1

日以降の施行になると考えられます。この点に関して、改正会社法の施行日は原則

として令和 3 年 3 月 1 日であるため、本改正が適用される株式交付の基準時（令和

3 年 4 月 1 日以降に株式交付の効力が発生すれば足りるのか、あるいは株式交付計

画の作成等一定の行為が同日以降になされたものであることを要するか等。）につい

ては確認が必要です。 

 

2．産業競争力の強化に係る措置（本大綱 35頁～42頁） 

 

（1） デジタルトランスフォーメンション投資促進税制の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、同法の事業適応計画（仮称）について同法の

認定を受けた者が、令和 5 年 3月 31日までの間に、その事業適応計画に従って実施

される産業競争力強化法の事業適応（仮称）の用に供するためにソフトウェアの新

設もしくは増設をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利

用に係る費用（繰延資産となるものに限る。）の支出をした場合には、以下の措置が

講じられます（所得税についても同様です。）。なお、対象となる資産の取得価額及

び繰延資産の額の合計額のうち、本制度の対象となる金額は 300 億円が限度とされ

ています。 

① 取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の 30%の

特別償却とその取得価額の 3%（グループ外の事業者とデータ連携をする場合

には、5%）の税額控除との選択適用 

② 上記の繰延資産の額の 30%の特別償却とその繰延資産の額の 3%（グループ外

の事業者とデータ連携をする場合には、5%）の税額控除との選択適用 
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（2） 繰越欠損金の控除上限の特例の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、同法の改正法の施行日から同日以後 1 年を経

過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画（仮称）の認定を受けたもの

のうち、その事業適応計画に従って同法の事業適応（仮称）を実施する者の一定の

事業年度7において特例対象欠損金額8がある場合には、その特例対象欠損金額につい

ては、欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の金額の 50%を超える部分につ

いては、累積投資残額9に達するまでの金額に限ります。）の範囲内で損金算入する

ことができるようになる予定です。なお、特例対象欠損金額は、令和 8 年 4 月 1 日

以前に開始する事業年度に生じたものであること等の要件を満たす必要があります。 

 

（3） カーボンニュートラル投資促進税制の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、同法の改正の施行日から令和 6年 3月 31日ま

での間に、その「中長期環境適応計画」に記載された産業競争力強化法の「中長期

環境適応生産性向上設備」（仮称）又は「中長期環境適応需要開拓製品生産設備」（仮

称）の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額のうち

500億円を限度として、50%の特別償却とその取得価額の 5%（温室効果ガスの削減

に著しく資するものにあっては、10%）の税額控除との選択適用が認められる予定

です。 

「中長期環境適応生産性向上設備」とは、生産工程の効率化による温室効果ガス

の削減その他の中長期環境適応（仮称）に用いられる一定の設備をいうとされてい

ます。また、「中長期環境適応需要開拓製品生産設備」とは、中長期環境適応に用い

られる製品であって、温室効果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品そ

の他の我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品とし

て主務大臣が定める製品の生産に専ら使用される設備をいうとされています。 

なお、税額控除による控除税額は、上記（1）デジタルトランスフォーメーション

投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の 20%が上

限とされています。 

 

（4） その他 

上記のほか、①研究開発税制において、（i）自社利用ソフトウェアの取得価額を構

成する試験研究に要した費用を研究開発税制の対象とすることを念頭に置き、研究

 
7 次のいずれにも該当する事業年度をいうとされています。 

① 特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度後の事業年度で所得

の金額が生じた最初の事業年度の開始の日以後 5年以内に開始した事業年度であること。 

② 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。 

③ 令和 8年 4月 1日以前に開始する事業年度であること。 
8 原則として、令和 2年 4月 1日から令和 3年 4月 1日までの期間内の日を含む事業年度において生じ

た青色欠損金額をいいます。 
9 事業適応計画に従って行った投資の額から、既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の

50%を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいいます。 
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開発費として損金経理をした金額で非試験研究用資産10の取得価額に含まれるもの

が試験研究費に含まれるようになること、（ii）総額型の税額控除率の下限を 2%（現

行：6%）に引き下げたうえで、上限を 14%（原則：10%）とする特例期限を 2年延

長すること、（iii）売上が一定程度減少したにもかかわらず研究開発投資を増加させ

た企業について、控除上限を法人税額の 25%から 30%に引き上げること、（iv）特別

試験研究費の額に係る税額控除制度（いわゆるオープンイノベーション型）におい

て、対象範囲の拡大及び要件を追加すること等を含む改正や、②いわゆる賃上げ・

投資促進税制において、国内新規雇用者に対する給与等の増加割合が 2%以上である

場合には、控除対象新規雇用者給与等支給額の 15%の税額控除（ただし、控除税額

は当期の法人税額の 20%が上限とされます。）ができる制度とする等の改正が、それ

ぞれ予定されています。 

 

3．投資運用業を行う非上場会社における業績連動給与の損金算入要件

の緩和（本大綱 42頁～43頁） 

 

（1） 改正経緯及び内容 

法人税法上、業績連動給与については、算定方法を有価証券報告書で開示してい

ること等の一定の要件のもとで損金算入が可能です（法人税法 34条 1項 3 号イ、法

人税法施行令 69 条 10 項～12 項等）。この点、有価証券報告書を提出していない非

上場会社においては、かかる有価証券報告書による開示要件を満たすことができず、

事実上損金算入が不可能でした。もっとも、投資運用業を主業とする非上場の非同

族会社等の役員に対する業績連動給与については、投資家等のステークホルダーの

監視下に置かれているという特殊性があります。 

そこで、国際金融都市に向けた税制上の措置11として、金融商品取引法の改正を前

提に、同法施行日以降、特定投資運用業者12に該当する者が令和 3 年 4 月 1 日から

令和 8年 3月 31日までの間に開始する各事業年度においてその業務執行役員に対し

て業績連動給与を支給する場合において、投資家の事前承認要件を満たすときは、

当該法人が提出した金融商品取引法の事業報告で金融庁長官によりインターネット

で公表されたものは、利益に関する指標等が記載されるべき有価証券報告書とみな

すとともに、当該法人が、当該業績連動給与に係る算定方法の内容を報酬委員会に

おける決定等の手続終了の日以後遅滞なく、その事業報告書に記載して提出し、か

つ、同法の説明書類に記載して公衆の縦覧に供し、又は公表した場合には、算定方

 
10 棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいうとされてい

ます。 
11 なお、このほか、一定の投資組合契約の外国組合員に対する課税特例の見直しも国際金融都市に向け

た税制上の措置に組み込まれています。 
12 その事業年度の収益の額の合計額のうちに、投資運用業等一定の業務に係る収益の額の合計額の割合

が 75%以上である法人（有価証券報告書提出会社及びその完全子法人を除きます。）をいうとされてい

ます。 
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法の内容が有価証券報告書等で開示されていることとの要件を満たすこととされる

予定です。 

 

4．中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設（本大綱 51頁） 

 

（1） 改正の経緯及び内容 

M&A においては、株式取得後に簿外債務、偶発債務等が顕在化し、株式価値が下

落することがあります。この点に関して、中小企業等経営強化法の改正を前提に、

同法の改正法の施行日から令和 6年 3月 31日までの間に中小企業等経営強化法の経

営力向上計画（経営資源集約化措置（仮称）が記載されたものに限ります。）の認定

を受けた者が、その認定に係る経営力向上計画に従って、他の法人の株式等（取得

価額が 10億円以下のものに限る）を購入によって取得し、かつ、これをその取得の

日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式等の価

格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の 70%以下の金額を中小

企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積立金額を、当該事業

年度において損金算入することができる旨の改正が予定されています。 

なお、上記準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合や、その

株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年

度の 5 年後の事業年度から、5 年間をかけて均等額で取り崩して、益金算入される

ことになる予定です。 

 

（2） 実務上のポイント 

上記のとおり本税制を利用するためには中小企業等経営強化法に基づき、経営資

源集約化措置（仮称）が記載された経営力向上計画の認定を受ける必要があるため、

一定程度の事務負担が生じる可能性があり、スケジュール上も考慮に入れる必要が

あります。さらに、認定の要件は現時点で明らかではないため、今後の確認が必要

となります。また、本大綱においてはいかなる株式取得が対象となるかについての

詳細は言及されていないため、対象会社の支配権を獲得するものである等一定数量

以上の株式取得である必要がないかといった点も注目されます。 

 

Ⅲ.  国際課税の改正ポイント 

 

1．外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱いの見直し（本大綱 82頁

以下） 

 

（1） 改正経緯及び内容 

現行の税制上、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額で、外国子会社配当

益金不算入制度の適用を受ける部分に係る外国源泉税については原則として損金算
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入が不可とされています（法人税法 39 条の 2）。その一方、タックスヘイブン対策

税制の適用を受け、「特定課税対象金額」（当該内国法人が、剰余金の配当等を受け

た外国法人について、タックスヘイブン対策税制の合算課税を受けた金額をいいま

す。租税特別措置法 66条の 8第 4項。）が生じており、当該配当受領額について二

重課税調整措置としての益金不算入13の適用を受けている場合には、かかる外国源泉

税については全額が損金算入可能となっています（租税特別措置法 66 条の 8 第 2

項後段）。すなわち、外国子会社配当益金不算入の適用を受ける部分に対応する外国

源泉税については原則として損金算入が不可であるにもかかわらず、タックスヘイ

ブン対策税制の適用を受けることにより、当該部分についても損金算入が認められ

ることになり、結果的にタックスヘイブン対策税制の適用を受けた方が、損金算入

される外国源泉税額の分だけ税負担が軽くなる場合があり得ました。 

 

上記を踏まえて、外国子会社から受ける配当等の額（外国子会社配当益金不算入

制度の適用を受ける部分の金額に限ります。）に係る外国源泉税等の額の損金算入に

ついて、その配当等の額のうちタックスヘイブン対策税制との二重課税調整の対象

とされる金額に対応する部分に限ることとする（現行：全額損金算入）旨の改正が

される予定です14。 

 

（2） 実務上のポイント 

上記により、タックスヘイブン対策税制の適用を受けている外国子会社から受け

る配当等の額については損金算入額が小さくなり、従来のようにタックスヘイブン

対策税制の適用を受けている方が、結果として税負担が軽くなるというケースは想

定しがたくなると考えられます。 

例えば、外国子会社からの 150 の配当（外国子会社配当益金不算入制度の適用に

より、95%が益金不算入=5%が益金算入。）及び 15 の外国源泉税が存在する場合、

タックスヘイブン対策税制の適用を受け、特定課税対象金額（10 とします。）が生

じているか否かによって、課税所得は以下のとおり異なります。 

 

 

 

 

 

 
13 タックスヘイブン対策税制の適用により所得の合算課税を受けている子会社から実際に配当を受け

た場合、当該配当について課税されると合算課税分と合わせて二重課税となるため、特定課税対象金額

に達するまでの配当が、全額益金不算入となります。 
14 なお、他方で、外国子会社から受ける配当等の額に係る外国源泉税については、外国子会社配当益金
不算入制度の適用を受けない部分の金額を含め、一切外国税額控除の対象とすることはできませんでし

た。そこで、合わせて、外国子会社から受ける配当等の額（外国子会社配当益金不算入制度の適用を受

けない部分の金額に限ります。）に係る外国源泉税等の額の外国税額控除について、その配当等の額のう

ちタックスヘイブン対策税制との二重課税調整の対象とされない金額に対応する部分についてはその適

用を認めることとする（現行：全額不適用）旨の改正がされる予定です。 
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 現行税制 改正後 

タックスヘイブン対策税制の

適用を受け、特定課税対象金

額（10）が生じている場合の

課税所得 

1015+(150-1016)×5%17-1518 

=2 

10+(150-10)×5%-15×(10/150)19 

=16 

タックスヘイブン対策税制の

適用を受けておらず、特定課

税対象金額が生じてない場合

の課税所得 

150×5%20 

=7.5 
同左 

 

上記のとおり、現行税制では、タックスヘイブン対策税制の適用を受けている方

が、課税所得の金額が小さくなります。今回の改正では、上記の下線部分のとおり、

タックスヘイブン対策税制の適用を受けている場合における外国源泉税の損金算入

額が小さくなることにより、全体として課税所得が増加することになります。 

 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『第 4436回金融ファクシミリ新聞社セミナー 「M&A のストラクチ

ャリングに関する近時の論点整理 ー株式対価型、カーブアウト型、

グループ通算制度、ファミリーガバナンス、租税回避など－」』 

開催日時  2021年 1月 26日（火）13:30～16:30  

講師   大石 篤史 

主催   株式会社 FNコミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『インセンティブ報酬設計の実務上の留意点 第 2回』 

開催日時  2021年 1月 19日（火）10:00～2021年 2月 19日（金）17:00配信 

講師   奥山 健志、酒井 真 

主催   株式会社プロネクサス 

 

 
15 タックスヘイブン対策税制の適用による特定課税対象金額の合算課税分。 
16 タックスヘイブン対策税制の適用による二重課税調整としての、特定課税対象金額に達するまでの全

額益金不算入。 
17 特定課税対象金額を超えた部分に係る、外国子会社配当益金不算入の適用による 5%のみの益金算入。 
18 外国源泉税の全額損金算入。 
19 外国源泉税 15のうち、配当の総額 150に対する、タックスヘイブン対策税制の二重課税調整として

益金不算入となる部分（特定課税対象金額達するまでの金額）である 10 に対応する部分（10/150）の

みが損金に算入。 
20 配当全額について、外国子会社配当益金不算入の適用による 5%のみの益金算入。 
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文献情報 

➢ 論文    「特殊な業界における事業承継（第 6 回） 宗教法人における事業

承継」 

掲載誌 税経通信 Vol.76 No.1 

著者   小山 浩、間所 光洋、安部 慶彦（共著） 

 

➢ 論文    「景気減退期における役員報酬の在り方－報酬減額、インセンティ

ブ報酬、改正会社法対応－」 

掲載誌  月刊監査役 717号 

著者   奥山 健志 

 

➢ 論文    「ユニバーサルミュージック事件・東京高裁判決の検証（東京高判

R2.6.24）」 

掲載誌 週刊 T&A master No.860 

著者   栗原 宏幸、山田 彰宏、原田 昂 

 

➢ 書籍    『ウェルス・マネジメントの法務・税務』（2020年 11月刊） 

出版社  税務経理協会 

著者   小山 浩、飯島 隆博、間所 光洋 

 

➢ 論文    「税理士のための合同会社の実務 第 9回 解散・清算等」 

掲載誌  税務弘報 Vol.68 No.12 

著者   安部 慶彦 

 

NEWS 

➢ Chambers Asia-Pacific 2021にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2021で、当事務所は日本における 17の分野で上位グル

ープにランキングされ、Tax の分野では、大石 篤史、酒井 真が Leading Individual

に、小山 浩が Up and Comingにそれぞれ選出されております。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 5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高い評価を得ております。 

 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1月 1 日付にて、下記の 10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】 

岸 寛樹、佐藤 典仁、片桐 大、木山 二郎、西尾 賢司、石橋 誠之、今仲 翔、

小林 雄介、白川 佳、松田 悠希 
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また、同日付で 7名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

倉持 喜史、天野 園子、増田 雅史、宮岡 邦生、繁多 行成、細川 怜嗣、田中 亜

樹 

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。 

 

➢ 新人弁護士（35名）が入所しました  

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

11都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス（高

松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者を

減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスでも出

勤者を減らすなどの対応をとっております。 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継続

してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い申

し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきますよ

うお願い申し上げます。 

  

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続し

てまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨

を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げ

ます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わせ

ください。 
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■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会

議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施することと

しております。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

mailto:mhm_seminar@mhm-global.com

