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－定時株主総会におけるウェブ開示によるみなし提供制度の対象範囲の拡大

特例－

8. 危機管理：日本監査役協会が「企業集団における不祥事防止を切り口とした監

査体制強化の在り方」を公表

9. 一般民事・債権管理：「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究

会」による論点整理の公表（新たな担保権「事業成長担保権（仮称）」の提言）

10. M&A：中小企業庁、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要を

公表

11. ファイナンス・ディスクロージャー：経済産業省「事業報告等と有価証券報告

書の一体的開示 FAQ（制度編）」

12. 税務：国税庁、「在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ（源泉所得税関係）」

を公表

13. 中国・アジア（中国）：「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する

規則」の公布

14. 新興国（UAE）：オンショアの外資規制緩和を含む会社法の改正

15. 国際訴訟・仲裁：ICC、SIAC 等の近時の動向

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 2021 年 2 月号（Vol.86）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：改正個人情報保護法に関する動き

（1）2020 年（令和 2 年）改正個人情報保護法について

2020 年 6 月 12 日に公布された改正個人情報保護法は、既に 2020 年 12 月 12 日に施

行された法定刑の引き上げ及び公布の日から起算して 1年6ヶ月を超えない範囲内にお
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いて政令で定める日に施行されるオプトアウトの経過措置を除き、公布の日から起算し

て 2 年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。具体的な施行日は未

定ですが、2022 年春となる想定です。 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#shikoubi 

2020 年 12 月 25 日には、「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員

会事務局組織令の一部を改正する政令（案）」及び「個人情報の保護に関する法律施行

規則の一部を改正する規則（案）」が公表され、2021 年 1 月 25 日までの意見募集が終

了しています。規則・政令は、2021 年 2 月～4 月の公布が予定されています。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&i

d=240000067&Mode=0 

政令・規則案は、漏えい等報告・本人通知、仮名加工情報、個人関連情報、越境移転、

法定公表事項等について定めています。その内容の解説については、弊所で現在配信中

のオンラインセミナー『グローバルデータコンプライアンス～世界各国のデータ保護法

の 新動向～（2021 年 1 月）』の『日本の個人情報保護法の 新動向』をご覧ください。 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/25.html 

直近の動きとして、2021 年 1 月 26 日開催の個人情報保護委員会では、改正事項であ

る認定個人情報保護団体を対象とした個別のガイドラインを策定し、認定個人情報保護

団体に求められる役割や具体的な業務等を示すという方向性が議論されています。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210126_shiryou-2.pdf 

今後は、改正個人情報保護法に関するガイドライン案が 2021 年春に公表・意見募集

開始予定となっており、その内容は今後の実務に大きな影響があるため、注目されます。 

 

（2）個人情報保護制度の一元化について 

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の 3 本の

法律を 1 本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統

合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に

一元化すること等を内容とする個人情報保護制度の一元化法案についても、2021 年の

成立が見込まれています。これにより、個人情報保護法は 2 年連続で改正されることが

見込まれます。情報化の進展や個人情報の有用性の高まりを背景として、官民の枠を超

えたデータ利活用が活発化しており、民間企業にとっても、データ利活用の支障となり

得る現行法制の不均衡・不整合が一元化により是正されることは有益であるといえます。 

直近の動きとしては、2020 年 12 月 23 日には、「個人情報保護制度の見直しに関する

終報告」が公表され、2021 年 1 月 16 日までの意見募集が終了しています。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=0602

01226&Mode=0 

今後公表される個人情報保護制度の一元化に関する改正法案の内容が注目されます。 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000067&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000067&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201226&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201226&Mode=0
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3. 競争法／独禁法①：公取委、フランチャイズ・ガイドライン改正案

の公表 
 

2021 年 1 月 29 日、公取委は「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考

え方について」（「フランチャイズ・ガイドライン」）の改正案を公表しました。フラン

チャイズ・ガイドラインは、フランチャイザー（「本部」）とフランチャイジー（「加盟

者」）の取引において、どのような行為が独禁法上問題となるかについて具体的に明ら

かにすることにより、本部の独禁法違反行為の未然防止と適切な事業活動の展開に役立

てるために制定されたガイドラインです。前改正から約 10 年ぶりとなる今回の改正の

主眼は、公取委が 2020 年 9 月に公表した「コンビニエンスストア本部と加盟店との取

引等に関する実態調査報告書」（「本報告書」）において指摘した、本部と加盟者との取

引における独禁法上の観点から問題となり得る点について、独禁法上の考え方の明確化

等を図ることにあります。 

本報告書での指摘事項と、それを踏まえた改正案の主な内容は、下表のとおりです。 

No. 項目 調査報告書での指摘 改正案で追加された事項 

1 
募集時の 

説明 

本部の加盟者募集時の

予想収益等に関する説

明が不十分である。 

本部は、既存加盟者の収益の平均値から作成

したモデル収益等を加盟希望者に提示する

場合、それが厳密な意味での予想収益等でな

いことを加盟希望者が理解できるようにす

る必要がある。 

2 
仕入数量

の強制 

加盟者の意に反して本

部による無断発注によ

る仕入がされている。 

返品が認められない商品等について、本部が

加盟者の意思に反して加盟者になり代わっ

て加盟者名で仕入れ発注を行い、当該数量の

仕入れを余儀なくさせることは優越的地位

の濫用に該当し得る＊。 

パートナー 小野寺 良文 

 03-5223-7769 
 yoshifumi.onodera@mhm-global.com 

パートナー 田中 浩之 

 03-6266-8597 
 hiroyuki.tanaka@mhm-global.com 
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3 

年中無休 

24 時間 

営業 

①年中無休・24 時間営

業は採算性の悪さや人

手不足の実態があるに

もかかわらず、加盟者

募集で同現状が積極的

に開示されていない。 

②本部が、加盟者から

の時短営業の交渉に応

じない。 

①本部は、加盟者募集時に、人手不足や人件

費高騰等の経営に悪影響を与える事項を提

示することが望ましい。 

②本部が加盟者に対し、両者で合意すれば時

短営業が可能としている場合に、本部が時短

営業を希望する加盟者の交渉を正当な理由

なく拒絶し、協議しないまま従前の営業時間

を受け入れさせることは優越的地位の濫用

に該当し得る＊。 

4 
ドミナン

ト出店 

①本部が加盟者募集時

には「周辺地域への追

加出店時には加盟者に

配慮する」として勧誘

を行っているが、その

「配慮」の内容が不明

確である。 

②ドミナント出店に関

する取り決めを本部に

反故にされる。 

①加盟者募集時、ドミナント出店に関して配

慮を行う旨を提示する場合は、配慮の具体的

内容を明らかにした上で取決めに至るよう、

対応には十分留意する必要がある。 

②本部がドミナント出店を行わない、あるい

は行う場合、損益の悪化を招く加盟者に支援

等を行うとの事前の取決めがあるにもかか

わらず、当該取決めに反することは優越的地

位の濫用に該当し得る＊。 

5 
見切り販

売の制限 

見切り販売の制限は煩

雑であり、事実上見切

り販売の制限となって

いる。 

見切り販売を行うための手続が煩雑になる

ことで加盟者が事実上見切り販売を断念せ

ざるを得なくなることのないよう、本部は柔

軟な売価変更が可能な仕組みを構築し、ま

た、見切り販売を行うための手続を加盟者に

十分説明することが望ましい。 

＊ 当該行為が、取引上優越した地位にある本部により、フランチャイズ・システムによる

営業を的確に実施するために必要な限度を超えて行われ、かつ、正常な商慣習に照らし

て加盟者に不当な不利益を与えた場合に、優越的地位の濫用に該当するとされています。

正常な商慣習に照らして不当な不利益は、不利益が加盟者にとってあらかじめ計算でき

ない場合、あるいは加盟者が受ける直接の利益を上回る場合等に認められます。 

 

フランチャイズ・ガイドラインの改正案は、2021 年 3 月 1 日までパブリックコメン

トに付されています。上記のとおり、今回の改正はコンビニエンスストア業界について

の本報告書を受けてのものであり、既に大手コンビニ各社は本報告書を踏まえた点検・

改善等の実施を公表しています。ただ、改正案には具体的な実務に踏み込んだ点が含ま

れていること、また、同ガイドラインはフランチャイズビジネス全般を適用対象として

いることから、フランチャイズビジネス全般に与える影響は小さくないと考えられます。
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関係する企業には、改正案の精査とともに、パブリックコメントの結果及び改正ガイド

ラインの成案を踏まえた実務の点検が推奨されます。 

 

 

4. 競争法／独禁法②：ドイツ競争法の重要な改正 
 

2021 年 1 月 19 日、ドイツの競争法である German Act against Restraints of 

Competition（ARC）の改正法が施行されました。改正 ARC では、大規模デジタル・プ

ラットフォーマー等のいわゆる Big Tech 企業を念頭に置いた事業者に対する規制の強

化のほか、企業結合審査手続の見直しも行われています。 

Big Tech 企業に対する規制強化に関する改正として、ドイツの競争当局である連邦カ

ルテル庁（FCO）は、特定の事業者について、その市場における支配力や関連データへ

アクセスする能力等様々な事情を考慮して、「市場横断的な競争において極めて重要な

立場にある」と認定し（「認定事業者」。認定が継続する期間は 長で 5 年間）、以下の

行為を禁止することができるようになりました。 

(1) 認定事業者のプラットフォームやデバイス等における自社商品・サービスの優遇 

(2) 認定事業者が市場へのアクセスにおいて重要な役割を担っている場合、当該市場で

の他社の事業活動を妨害すること 

(3) 認定事業者が支配的地位を有していない市場であっても、他の商品・サービスとの

抱き合わせ等によって、急速なシェア拡大ができる場合に、他社との能率競争を妨

害すること 

(4) 認定事業者が収集した競争上センシティブなデータの利用や当該データ利用を可

能にする条件の賦課により参入障壁を設けること 

(5) 製品やサービスの相互運用性やデータポータビリティを制限すること 

(6) 提供するサービスの品質や範囲等に関して適切な情報提供を行わないこと 

(7) 他社に対し、認定事業者が提供するサービスについて不均衡な対価を要求すること 

 

企業結合審査手続については、届出基準と第 2 次審査期間の変更が行われました。 

旧法では、以下の(1)及び(2)の基準を満たす場合に、事前届出が必要とされていまし

た。 

(1) 全当事者の世界売上高の合計が 5 億ユーロ超であること 

(2) (a)少なくとも 1 当事者の国内売上高が 2,500 万ユーロ超であり、他方の当事者の 

 国内売上高が 500 万ユーロ超であること、又は 

(b)以下の①～③をいずれも満たすこと 

① 少なくとも 1 当事者の国内売上高が 2,500 万ユーロ超であること 

② 当該企業結合の取引価額が 4 億ユーロ超であること 

③ 被買収企業がドイツ国内において相当程度の事業活動を行っていること 

改正 ARC では、上記(2)(a)と(2)(b)に関し、以下のとおり変更が行われました（太字

下線が変更箇所）。 
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(2) (a)少なくとも 1 以上の当事者の国内売上高が 5,000 万ユーロ超であり、他の方の 

 当事者の国内売上高が 1,750 万ユーロ超であること 

(2) (b)①少なくとも 1 当事者の国内売上高が 5,000 万ユーロ超であること 

 

上記のように届出基準が引き上げられた一方で、第 2 次審査に進んだ場合の審査期間

の上限は 4 ヶ月から 5 ヶ月に延長されました。 

以上から、ドイツの企業結合規制の見直しは、届出対象となる企業結合をある程度規

模の大きなものに絞り込んだ上で（但し、いわゆる killer acquisition のような、買収対

象会社の売上高が大きくないものの競争への影響が想定され得る企業結合は引き続き

広く対象とし）、対象となったものについては当局が従前よりも時間をかけて慎重に審

査できるようにしたものといえます。 

Client Alert 2020 年 11 月号（Vol.83）でもお伝えしたとおり、欧州では、欧州委員会

がデジタルサービス提供事業者に対する規制の導入準備を進めており、2020 年 12 月

15 日にはデジタル市場法（Digital Markets Act）とデジタルサービス法（Digital Services 

Act）の法案を公表しました。改正 ARC は、それに先行するデジタルプラットフォーマー

規制の導入といえ、欧州のみならず各国における今後の規制の方向性等にも影響を与え

得ると考えられます。ドイツにおける今後の運用が注目されます。 

 

 

 

5. エネルギー・インフラ：発電側基本料金制度に関する続報 
 

2021 年 1 月 25 日、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合（「本専門会合」）

が開催され、前回の会合1に引き続き、発電側基本料金に関する(1)課金方法、(2)割引制

度等の詳細につき事務局案が提示され、検討が行われました。 

(1)については、①従来案と同様に契約 kW に応じた固定料金を維持しつつ、kWh に

応じた従量料金も新たに導入すること、②契約 kW 課金と kWh 課金の具体的な比率に

ついては、ひとまず 1 対 1 でスタートし、将来の具体的状況に応じて見直しを行うとす

る案が提示され、議論を経て合意されました。これにより、従来 kW 課金とされていた

部分は月額 150 円/kW から 75 円/kW（割引適用前）となることが見込まれております。 

 
1 前回の昨年 12 月 15 日の会合については、Client Alert 2021 年 1 月号（Vol.85）をご参照ください。 

パートナー 宇都宮 秀樹 

 03-5223-7784 
 hideki.utsunomiya@mhm-global.com 

アソシエイト 竹腰 沙織 
 03-6266-8903 

 saori.takekoshi@mhm-global.com 

アソシエイト 後潟 伸吾 

 092-739-8144（福岡） 

 shingo.ushirogata@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043428/20201105-030053.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047132/20210112-123114.pdf
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(2)については、①割引制度の対象は kW 課金部分に限ること、②基幹系統・特別高圧

系統の双方に悪影響を与えないとみなされる電源は（割引の結果）kW 課金分を 0 円と

すること、③特別高圧系統投資効率化割引の内容を拡充することが提案され、合意され、

割引制度の大枠が決定されました。 

上記に加え、FIT・FIP 電源への適用除外の是非につき、①「送配電設備の維持・拡

充に必要な費用の公平な負担」を理由として、FIT・FIP 電源についても他の電源と同

様に課金すること、②既存のものを含む FIT 電源に対する調整措置の具体的な内容につ

いては、引き続き再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会及び

調達価格等算定委員会において検討を進めることが提案・了承されております。今回の

見直しを踏まえ、2019 年 12 月 27 日の調達価格等算定委員会での議論2以降中断してい

た検討が、再開されることになるものと思われますので、再エネ事業者においては、本

専門会合における議論とともに、両委員会における調整措置に関する議論も注視する必

要があります。 

この他、発電側基本料金の導入による需要側託送料金の減額分の小売転嫁について、

ガイドラインの整備等を進めるべく詳細を検討することが確認されており、次回の会合

以降この点についても進展が見られる可能性もあるため、今後の議論が注目されます。 

 

 
 

6. 労働法：「男性の育児休業取得促進策等について」の建議について 
 

2021 年 1 月 18 日、労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、男性の育児休暇取得促

進策等について、「厚生労働省において、法的整備も含め所要の措置を講ずることが適

当である」として、建議を行いました（「本建議」）。 

本建議は、2020 年 9 月 29 日から 2021 年 1 月 18 日までの間に 7 回にわたり、労働

政策審議会にて議論された内容をまとめたものであり、この議論は、2020 年 5 月 29 日

に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において、「労働者に対する育児休業制度等

の個別の周知・広報や、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期

の休業を促進する枠組みの検討など、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための

 
2 この概要については、Client Alert 2020 年 1 月号（Vol.73）をご参照ください。 
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取組を総合的に推進する」、「有期雇用労働者が育児休業を取得しやすくする方策を検討

する」といった内容が盛り込またことに端を発しています。 

本建議では、必要な措置の具体的内容として、①子の出生直後の休業の取得を促進す

る枠組み、②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対する個別の働きか

け及び環境整備、③育児休暇の分割取得等、④育児休業取得率の公表の促進等が明記さ

れるとともに、有期雇用労働者や中小企業への言及もなされております。 

また、本建議では、例えば、①子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みについて、

「対象期間について、現在育児休業をしている男性の半数近くが子の出生後 8 週以内に

取得していること、出産した女性労働者の産後休業が産後 8 週であることを踏まえ、子

の出生後 8 週とすることが適当である」、「取得可能日数については、年次有給休暇が年

間 長 20 労働日であること等を参考に、4 週間とすることが適当である。」等の具体的

な制度内容にも踏み込んだ記載がなされております。 

本建議に記載されている内容は、少子高齢化に伴う人口減少下において、出産・育児

による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実

現のために重要なものであり、法的整備がなされることにより、実務において大きな影

響を与えるものとなります。本建議を受けて、厚生労働省は「建議の内容を踏まえて法

律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定」とのことであり、法的整備が現実

化することとなりますが、その動向については、引き続き注視が必要となります。 

 

 

 

7. 会社法：会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正 

－定時株主総会におけるウェブ開示によるみなし提供制度

の対象範囲の拡大特例－ 
 

2021 年 1 月 29 日、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令（令和 3

年法務省令 1 号）（「改正省令」）が公布され、その一部が同日から施行されました（改

正省令による改正後の会社法施行規則を、「改正規則」、会社計算規則を「改正計算規則」

といいます。）。定時株主総会の招集通知に添付する事業報告及び計算書類への記載事項

の一部については、当該事項に係る情報を招集通知発出時から株主総会の日から 3 ヶ月

が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載することで、

当該事項が株主に提供されたとみなす制度（いわゆるウェブ開示制度）があります（会

社法 437 条、会社法施行規則 133 条 3 項、会社計算規則 133 条 4 項）。改正省令により、

その施行日（2021 年 1 月 29 日）から同年 9 月 30 日までに招集の手続が開始される定

パートナー 荒井 太一 

 03-5220-1853 
 taichi.arai@mhm-global.com 

アソシエイト 澤 和樹 

 03-6212-8387 
 kazuki.sawa@mhm-global.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。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

時株主総会に限り、これまでウェブ開示制度の対象とされていなかった項目の一部（下

記①②）が、対象に含められました（改正施行規則 133 条の 2、改正計算規則 133 条の

2。但し、②は、会計監査報告に無限定適正意見が付されていること等の一定の条件を

満たす場合のみ（改正計算規則 133 条の 2 第 1 項各号））。 

①「当該事業年度における事業の経過及びその成果」（施行規則 120 条 1 項 4 号）及び

「対処すべき課題」（同項 8 号） 

②貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項（監査役等による監査報告及び会計監査

人による会計監査報告も含まれます（計算規則 133 条 1 項参照）。） 

 改正省令は、新型コロナウイルスの影響により企業の決算・監査業務に遅延が生じる

おそれがあることから、緊急措置としてウェブ開示制度の対象を拡大するものであり、

昨年 5 月に 6 ヶ月間の時限措置として設けられた特例を復活させるものです。改正省令

では、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないと定めら

れている一方で（改正規則 133 条の 2 第 4 項、改正計算規則 133 条の 2 第 4 項）、その

具体的な方法は各社の判断に委ねることとしております。法務省は、株主の利益への配

慮の具体例として、a.上記①②の事項について、できる限り早期にウェブ開示を開始す

ること、b.できる限り株主総会までに上記①②の事項を記載した書面を株主に交付する

ことができるように、ウェブ開示の開始後準備ができ次第速やかに送付すること（送付

を希望することができる旨招集通知に記載し、希望する旨会社に通知した株主に対して

のみかかる書面を送付することも可能です。）、c.株主総会会場に来場した株主に、上記

①②の事項を記載した書面を交付することを挙げています。 

 なお、法務省 HP では、昨年 2 月のリリースを更新する形で、上記改正省令の情報も

含めた、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた定時株主総会の開催に関する情報を

まとめて掲載しています（「定時株主総会の開催について」）。各社は、かかるリリース

も参照しつつ、本年度の株主総会実務について柔軟に検討する必要があります。 

 

＜参考資料＞ 

法務省：「定時株主総会の開催について」（2021 年 1 月 29 日） 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html 

法務省：「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令（令和３年法務省令第１

号）について」 

http://www.moj.go.jp/content/001339858.pdf 

法務省：「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集の

結果について」 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213484 

 
 

  パートナー 石井 裕介 

 03-5223-7737 
 yusuke.ishii@mhm-global.com 

アソシエイト 香川 絢奈 
 03-5220-1847 

 ayana.kagawa@mhm-global.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。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

10 
 

8. 危機管理：日本監査役協会が「企業集団における不祥事防止を切り

口とした監査体制強化の在り方」を公表 
 

2020 年 12 月 16 日、公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会は、「企業

集団における不祥事防止を切り口とした監査体制強化の在り方」と題する報告書（「本

報告書」）を公表しました。 

本報告書は、子会社における不祥事防止の観点から、企業集団としてどのような体制

を整備するのか、監査役等としてどのような事項に留意して監査するべきかについて検

討するため、近年発生した子会社発の不祥事事例を分析し、不祥事の発生要因や共通す

る要素について整理するとともに、実施したアンケートを踏まえて、実務に即した提言

が取りまとめられたものです。 

本報告書において提言されている事項は、大要以下のとおりです。 

   (1)監査役等が図るべき連携（コミュニケーション）の在り方 

    ① 経営者と監査役等のコミュニケーション： 

監査役等は、親会社・子会社にかかわらず、経営者の内部統制に対する正しい理

解を促すべきであり、また、常に経営者等とのコミュニケーションを通じて監視

する役割を担っていることを自覚すべきである。 

    ② 親子会社間の監査役等のコミュニケーション： 

      親会社監査役と子会社監査役間で緊密に連携を図るべきである。グループ監査役

連絡会の開催は、企業集団における監査品質の向上に大きな効果をもたらす。 

    ③ 内部監査部門との連携： 

  監査役等、会計監査人及び内部監査部門は、各監査計画の策定時に、緊密なコミュ

ニケーションを通じて問題点や課題を共有し擦り合わせを行うなど調整を図る

べきである。 

    ④ 管理部門と監査役等のコミュニケーション： 

現場の情報を把握している第 2 線：セカンドラインとの緊密な連携を図ることで、

不正の発見に向けて効率的・効果的な監査が実現できる。 

    ⑤ 会計監査人と監査役等のコミュニケーション： 

      監査役等から会計監査人に対して監査役等の監査や内部監査を通じて知り得た

社内情報を提供すること、監査役等と会計監査人とで監査上の主要な検討事項

（KAM）に関するコミュニケーションをとり監査役等の重点監査項目の設定や内

部監査部門との連携上の参考とすることが考えられる。 

    ⑥ 三様監査の充実： 

      親子会社間の監査役等、内部監査部門及び会計監査人においてそれぞれ連携が図

られることが重要である。また、三様監査をより充実させるため、監査役等がリー

ダーシップを取り、主体的に双方（注：内部監査部門及び会計監査人）へ働きか

けることで連携の深度を深めていくべきである。 

   (2)企業集団における監査の実効性向上に対する機能強化ポイント 

    ① 管理部門の強化 
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    ② 内部監査部門の強化と品質向上 

    ③ 報告ラインの複線化（報告ルートの確保） 

    ④ 子会社監査役等候補者の選定に関する親会社監査役等の関与 

    ⑤ 会計監査限定監査役設置会社のあり方（子会社を会計監査限定監査役設置会社と

する場合の親会社監査役等による業務監査の実施） 

    ⑥ 監査役等の候補者育成 

    ⑦ 新たな監査手法の導入（IT システムの整備・活用） 

 

以上で提言されている事項は、いずれも当職らが取り扱った近時の不祥事事案におい

ても頻繁に問題点として挙げられる事項であり、不祥事防止のための基礎的な要素であ

ると考えられます。本報告書は、そのような基礎的な要素を、特に子会社の不祥事の防

止という観点から取りまとめたものという点で、特に多くの子会社を抱える企業の管理

部門の皆様において、参考になるものと思われます。 

 

 
 

9. 一般民事・債権管理：「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関

する研究会」による論点整理の公表（新たな

担保権「事業成長担保権（仮称）」の提言） 
 

2020 年 12 月 25 日、「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」（同

年 11 月 4 日金融庁が設置。「本研究会」）が、本研究会での議論状況を整理した「論点

整理」を発表しました3。本研究会は、価値ある事業を支えられるような望ましい融資・

再生実務のあり方について、金融機関に借り手の事業継続や発展を支援する適切な動機

付けをもたらすような事業全体に対する包括的な担保権等の可能性を含め検討するた

めに設置されたものです。本研究会では、事業者が求めるミドルリスクの資金が供給さ

れにくいという現下の課題を踏まえ、従来の担保権の課題を補う新たな選択肢としての

包括的な担保権の追加が検討されました。上記「論点整理」においては、包括的な担保

権の設計の 1 つの制度イメージ・たたき台として「事業成長担保権（仮称）」が取りま

とめられています。事業価値にも焦点を当てた融資により、創業時・事業再生局面を含

 
3 https://www.fsa.go.jp/singi/arikataken/rontenseiri.pdf 
 上記「論点整理」は 3 回にわたる本研究会の内容を整理したものであり、その内容は、おおむね、本

研究会（第 3 回）の資料である「議論の整理（案）」及び「議論を深めるための一つの制度イメージ：

事業成長担保権（仮称）」を取りまとめたものとなっています。下記ニュースレターにおいては本研究会

での検討状況をご紹介しています。 
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む様々な段階での資金調達が促進されることを論じるとともに、想定する権利の優先関

係や実行手続の諸論点について論じています。 

なお、包括的な担保権類似の現行法制度の内容、上記「論点整理」に先立つ検討状況、

及び各論点の詳細については、当事務所の企業再生・債権管理ニュースレター2020 年

12 月号4をご参照ください。 

今後、上記「論点整理」を踏まえ、更なる論点も含め、各論点の解決に向けた具体的

な制度・運用が検討されることが予想されます。これらは融資実務及び再生実務のあり

方に大きな影響を与えることから、引き続き検討の動向を注視していくことが必要とな

ります。 

 

 
 

10. M&A：中小企業庁、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律

案の概要を公表 

 

中小企業庁は、2021 年 1 月 27 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律

案の概要」と題する資料を公表しました。 

M&A 実務との関係では、中小企業による経営資源の集約化の促進を目指した中小企

業等経営強化法及び経営承継円滑化法の改正案が注目に値します。まず、中小企業等経

営強化法については、「令和 3 年度税制改正大綱」により創設されることとなった中小

企業の経営資源の集約化に資する税制を利用するための枠組みの整備に向けた改正が

検討されており、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が M&A を実施した場合、

①設備投資減税（投資額の 10%を税額控除又は全額即時償却）、②雇用確保を促す税制

（給与等支給総額を対前年比で 2.5%引き上げた場合、当該支給総額の増加額の 25%を

税額控除）、③5 年間の据置期間付の準備金の積立（M&A 実施時に、投資額の 70%以下

の金額を損金算入）といった税制措置を活用できる仕組みが創設される予定です。また、

経営承継円滑化法については、中小企業の M&A では所在不明株主の存在が円滑な事業

承継の障害となり得ることから、一定の手続保障等を前提に、所在不明株主からの株式

買取等手続（会社法 196 条～198 条）に要する期間を 5 年から 1 年に短縮する旨の会社

法の特例措置を設けるという改正が検討されています。 

上記法律案は検討段階のものですが、これらの法改正が実現した場合、中小企業の成

長・規模拡大の手段としての M&A が促進されることが期待されます。 

 
4 https://www.mhmjapan.com/content/files/00043678/202012.pdf 
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11. ファイナンス・ディスクロージャー：経済産業省「事業報告等と有

価証券報告書の一体的開示

FAQ（制度編）」 
 

経済産業省は、2021 年 1 月 18 日、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示 FAQ

（制度編）」（「本 FAQ」）を公表しました。同省は、2018 年 12 月 28 日、事業報告等と

有価証券報告書の一体的開示の記載例を公表し、その後、開示書類作成者である企業実

務者や開示関係者（監査法人、関係機関等）と継続的に意見交換を重ねてきており、本

FAQ はその中で多く寄せられた質問を整理し、公表するものです。 

本 FAQ は、①一体的開示の制度全般に関する「一体的開示と一体開示に関する FAQ」

と、②一体開示（事業報告等と有価証券報告書を一体の書類として作成）を実施する場

合に関する「一体開示に関する FAQ」の 2 部構成となっています。①においては、一

体的開示・一体開示を理解するための基礎的な内容（一体的開示・一体開示の定義、現

行の開示制度と関連性等）及び一体的開示・一体開示を進めるに当たってのメリット・

課題（現行制度上の検討事項）が示されています。②においては、一体開示（事業報告

等と有価証券報告書を一体の書類として作成）の実施に関して現行制度・実務との関係

での考え方が示されており、併せて、2019 年 12 月の会社法改正の影響、企業の一体開

示に対する意識調査等、一体開示に関する直近の動向についても紹介されています。 

本 FAQ によれば、「一体的開示」とは、事業報告書等と有価証券報告書という 2 つの

開示書類について、(i)一体の書類として、又は、(ii)別個の書類として、段階的に、若し

くは、同時に開示を行うことをいい、このうち、「一体開示」とは、これらの開示書類

を一体の書類として同時に開示を行うことをいいます。一体開示については、開示書類

の変更や有価証券報告書相当部分の作成期限が早くなることに伴う課題が指摘されて

おりますが、(a)開示書類の一体化による作成作業の効率化・合理化、(b)開示書類作成

期間の短縮化、(c)有価証券報告書の株主総会前の開示、(d)開示の分かりやすさの向上

といったメリットがあり、現行法制化でも実施は可能です。一体的開示に取り組む企業

においては、 終形態としての一体開示に向けて、用語の共通化、記載内容の共通化、

記載様式・記載順序の共通化等のプロセスを経ることが考えられます。 

現時点で一体開示を行っている企業はありませんが、既に事業報告等と有価証券報告

書における用語の共通化や記載内容の共通化については対応を進めている企業は増え

てきており、本 FAQ を通じて、一体的開示が実務に普及することで、企業が効果的か
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つ効率的な開示を実現し、企業と投資家の建設的対話がより促進されることが期待され

ます。 

 

 

12. 税務：国税庁、「在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ（源泉所

得税関係）」を公表 
 

国税庁は、2021 年 1 月、「在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ（源泉所得税関

係）」（「本 FAQ」）を公表しました。その内容は多岐にわたりますが、例えば以下のよう

な項目が含まれています。 

企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、在宅勤務に通常必要な費用について、

その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金

銭は、従業員に対する給与として課税する必要はないとされています（本 FAQ 問 1 及

び問 3）。但し、例えば従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給する等、従業員が

在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する

必要がないものについては、給与として課税の必要があるとされています（本 FAQ 問 1）。 

また、従業員が、勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を

行った場合、①従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替

払いし、かつ、②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金

が精算されているものについては、従業員に対する給与として課税する必要はないとさ

れています（企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領

収証等を企業に提出し精算した場合も同様です。）。 

 

＜参考資料＞ 

在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ（源泉所得税関係） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf 
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13. 中国・アジア（中国）：「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止

に関する規則」の公布 

 

2021 年 1 月 9 日、商務部は「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する

規則」（原文「阻断外国法律与措施不当域外适用办法」。「本規則」）を公布し、同日に施

行されました。本規則が制定された背景について、中国政府は、外国政府による中国企

業及び個人との取引を制限又は禁止する措置の域外適用に関して、こうした不当な措置

の域外適用を阻止し、中国公民、法人又はその他の組織（「中国公民等」）の合法的な権

益を保護するために本規則を制定したと説明しています。中国政府の公式な説明におい

ては特定の国については言及されておりませんが、近時の米中間の経済摩擦における米

国による特定の中国企業に対する取引の制限・禁止措置に対抗する意図があると考えら

れています。 

本規則は、外国の法律及び措置の域外適用が国際法及び国際関係の基本準則に違反し、

中国公民等が、第三国（地域）及びその公民、法人又はその他の組織（「第三国公民等」）

と正常な取引等を行うことを不当に禁止し又は制限する状況に適用されます（2 条）。 

本規則を執行するため、中央国家機関の関連部門が参加する業務機構（「業務機構」）

が構築されます（4 条）。中国公民等は、外国の法律及び措置により、第三国公民等と

の正常な経済貿易及び関連する活動を禁止され又は制限される状況に遭遇した場合は、

国務院の商務主管部門に対して、30 日以内に関連状況を報告する義務を負います（5

条）。そして、業務機構は、上記の 2 条に規定する状況が存在すると確認した場合、国

務院の商務主管部門による関連する外国の法律及び措置を承認、執行又は遵守してはな

らない旨の禁止命令（「禁止命令」）の公布を決定することができます（7 条）。 

さらに、当事者が禁止命令範囲内の外国の法律及び措置を遵守し、中国公民等の「合

法的権益」を侵害した場合は、当事者が適用除外を受けている場合（8 条）を除き、中

国公民等は、人民法院に提訴し、当該当事者に損害の賠償を請求することができるとし、

また禁止命令範囲内の外国の法律に基づき下された判決、裁定により中国公民等に損害

が発生した場合は、中国公民等は、人民法院に提訴し、当該判決、裁定において利益を

得た当事者に損害の賠償を請求することができるとされています（9 条）。 

本規則は不当な域外適用に対抗する法令との位置づけといえますが、米国及び中国に

おいて事業を行っている日本企業を含む第三国の企業にとっては、米国による中国に対

する措置と中国における本規則の適用との間で板挟みになる事態も想定されます。本規

則の条文の解釈や執行方法等について不明確な点もあり、今後における実務上の運用や

関連規則の動向について引き続き注目する必要があると考えます。 
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14. 新興国（UAE）：オンショアの外資規制緩和を含む会社法の改正 
 

UAE 政府は、現行の会社法の内容を改正する旨の Federal Decree Law No.26 of 2020

（「本改正法」）を 2020 年 9 月に公布しました。本改正法は一部を除き、2021 年 1 月 2

日に施行されています。本改正法には様々な改正事項が含まれますが、とりわけオン

ショア（各種の特例措置等が認められる Free Zone 外の UAE 国内を意味します。）にお

ける外資規制の緩和が大きな改正事項の一つとなっています。 

これまでオンショアにおいては、原則として、外資による企業の株式・持分の 49%

超の保有は禁止されており、但しポジティブリストに含まれる 122 業種に関しては、外

資による 49%超の出資が可能となっていました。本改正法では、原則として当該禁止が

撤廃され、戦略的影響（strategic Impact）を有する活動（具体的な内容等は今後 UAE

内閣によって定められることとされています。）を行う会社を除いて、完全に外資に保

有される会社をオンショアにおいても設立することが認められることとなりました。但

し、本改正法は、各首長国の当局に対して、資本や役員構成において UAE 国民又は UAE

会社が占めるべき割合を設定する権限を認めています。したがって、具体的にどの程

度・範囲で外資が保有する会社の設立が認められるかは、今後指定される戦略的意義を

有する活動の内容や各首長国当局による決定にも依ると考えられます。 

また、従来は、外国企業が UAE 国内に支店・駐在員事務所を設置する際には、UAE

会社等をサービスエージェントとして選任しなければならないとされていましたが、こ

の要件についても撤廃する等、本改正法は出資割合以外の面でもオンショアにおける外

資規制を緩和する内容になっています。 

上記の改正事項を含め、本改正法の一部は公布から 6 ヶ月後に施行されます。 

従来、オンショアにおける外資規制は日本企業による UAE 進出において一つのハー

ドルとなっていたことから、出資割合に関する規制が原則として撤廃されたことの意義

は大きいといえる一方で、実務上のインパクトがどれほど見込まれるかは、上記のとお

り内閣や各首長国の決定にも依ることから、今後の動向に注意が必要です。 
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15. 国際訴訟・仲裁：ICC、SIAC 等の近時の動向 
 

2021 年 1 月 11 日、ICC（国際商業会議所）は、2020 年に新たに提起された仲裁の

件数が、946 件であると公表しました。2019 年の件数は 869 件であり、1 割近い増加

となっています。また、ICC では、仲裁のほかに、調停という話し合いによる解決のた

めの手続も扱っていますが、2020 年に申し立てられた調停の件数は 77 件であり、増加

傾向にあるとのことです。調停の合理性に対する認識が、世界的に広まりつつあると考

えられます。 

ICC は、2021 年 1 月に、アラブ首長国連邦の首都アブダビに事件管理を行うオフィ

スを開設しました。これで、欧米及びアジアに加えて、中東でも拠点を開設したことに

なります。まさに代表的な仲裁機関として、全世界をカバーする体制となっています。 

一方、SIAC（シンガポール国際仲裁センター）も、2020 年 12 月に、ニューヨーク

にオフィスを開設しました。これは SIAC にとって、アジア外の初のオフィスとなりま

す。2020 年には 500 以上の米国籍の当事者が SIAC 規則の下で仲裁手続を行ったとの

ことであり、SIAC も世界的な仲裁機関としての地位を固めているといえます。 

また、SIAC において 2020 年に新たに提起された仲裁の件数は、同年 10 月末時点の

途中の数値で、1,005 件となっており、1,000 件の大台を超えています。 

もっとも、上記の情報から、日本企業が仲裁機関として、ICC 又は SIAC を選択する

べきということには必ずしもなりません。仲裁機関の選択によって定まるのは、基本的

には、適用される規則と、事件管理事務を行うスタッフです。これらの点において、JCAA

（日本商事仲裁協会）に、何ら遜色はありません。 

また、仲裁手続に関するより重要な選択としては、仲裁人の選任を筆頭に、仲裁地の

選択、ヒアリングの場所の選択があります。特にヒアリングの場所の選択に関しては、

東京・虎ノ門に 新鋭の施設が、JIDRC（日本国際紛争解決センター）によって開設さ

れているため、是非ホームグラウンドの有利さを確保することに、日本企業の皆様によ

り注力していただきたいと考えています。 

海外企業との一つの合理的な交渉方法として、仲裁機関を譲り、さらには仲裁地も譲

りつつ、その代わりに、ヒアリングの場所を東京等の日本の都市とすることがあります。

この点については、2020 年 12 月 25 日発行の月刊監査役第 716 号に論考を掲載したた

め、もしご興味があれば参照いただけると幸いです。 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

 セミナー  『「ビジネスと人権」の基礎と 2021 年に企業に求められる対応 ～潮 

目が変わり始めた 2020 年の 新動向を踏まえ、2021 年に求められる 

対応を解説～』 

視聴期間  2021 年 1 月 14 日（木）～2021 年 4 月 13 日（火） 

講師    梅津 英明 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『グローバルデータコンプライアンス～世界各国のデータ保護法の 

新動向～（2021 年 1 月）』 

視聴期間  2021 年 1 月 26 日（火）～2021 年 3 月 31 日（水） 

講師    岡田 淳、田中 浩之、北山 昇 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『第 4446 回 多様化する保険的サービスの可能性と法的留意点～ 

テクノロジーの進展や新たなビジネスモデルの登場を踏まえて～』 

開催日時  2021 年 2 月 8 日（月）13:30～16:30 

講師    小川 友規 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『コロナを踏まえた事業再構築のポイント』 

開催日時  2021 年 2 月 9 日（火）14:00～16:30 

講師    石田 渉 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『近時の企業実務上留意すべき租税裁判例・裁決例の解説』 

開催日時  2021 年 2 月 12 日（金）13:30～15:00 

講師    小山 浩 

主催    公益社団法人 日本租税研究協会 

 

 セミナー  『NFT の法的論点～ブロックチェーンゲームを題材として～』 

開催日時  2021 年 2 月 15 日（月）14:00～15:00 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人日本オンラインゲーム協会 

 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/22.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/22.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/22.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/25.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2021/25.html
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 セミナー  『第 4452 回 基礎から学ぶ（インサイダー）情報伝達・取引推奨規 

制－社内規定改訂時のポイントも解説―』 

開催日時  2021 年 2 月 17 日（水）13:30～15:30 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『これからの機関設計とコーポレート・ガバナンスを巡る実務～監 

査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の 

選択のポイント～』 

視聴期間  2021 年 2 月 18 日（木）10:00～2021 年 3 月 18 日（木）17:00 

講師    太子堂 厚子 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『香港拠点の活用戦略 ―撤退、縮小、あるいは？―～現地の 新 

事情を踏まえて～』 

開催日時  2021 年 2 月 19 日（金）14:00～17:00 

講師    宇賀神 崇 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『コンセッション事業のリスク分担に関する実務上のポイント～プロ 

ジェクトファイナンスによる資金調達も踏まえ、 新実務を解説～』 

開催日時  2021 年 2 月 26 日（金）9:30～12:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『他のアセットタイプには無い特徴やハードルが存在するデータセ 

ンターへの不動産投資に関する法的実務～投資ストラクチャー  

国外の契約実務も踏まえ～』 

開催日時  2021 年 3 月 5 日（金）9:30～11:30 

講師    蓮本 哲 

主催    株式会社 JPI（日本計画研究所） 
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文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

 本     『インドネシアビジネス法実務体系』（2020 年 12 月刊） 

   
出版社   株式会社中央経済社 

著者    小松 岳志、梅津 英明、竹内 哲、花村 大祐（編集） 

 小野寺 良文、加賀美 有人、川村 隆太郎（共著） 

 

 論文    「米国司法省による問題解消措置マニュアルの改訂」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2250 

著者    高宮 雄介 

 

 論文    「＜新春座談会＞取締役会の新時代－コロナ禍を乗り越えて－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2251 

著者    太子堂 厚子 

 

 論文    「中国 新法令事情（248）個人情報保護法草案について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.1 

著者    森 規光 

 

 論文    「不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析 第 6 回 企業風 

 土の改善・従業員教育」 

掲載誌   資料版商事法務 No.441 

著者    奥山 健志、湯浅 哲 

 

 論文    「指名・報酬に関する任意の諮問委員会の 新動向」 

掲載誌   資料版商事法務 441 号 

著者    渡辺 邦広、松村 謙太郎、河西 和佳子 

 

 論文    「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大と独禁法・競争 

 法実務への影響（第 2 回）」 

掲載誌   商事法務ポータル SH3437 

著者    高宮 雄介、竹腰 沙織（共著） 
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 論文    「データ・技術移転をめぐる米・欧・中対立の法的諸相――三極に 

 よる覇権争いの構造を読み解く」 

掲載誌   NBL 2021 年 1 月号（No.1186） 

著者    岡田 淳、輪千 浩平 

 

 論文    「リスクコントロールの現状と今後のアプローチ コロナ下におけ 

 る M&A 契約実務 Q&A」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.21 No.2 

著者    東 陽介 

 

 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    「押印慣行の見直し、電子契約・電子署名に関する 新動向」 

掲載誌   月刊監査役 717 号 

著者    佐々木 奏 

 

 論文    「＜企業法務＞STO（セキュリティ・トークン・オファリング）を 

 めぐる 新動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル 2021 年 1 月号 

著者    宮田 俊 

 

 論文    「国内外の個人情報保護法規制対応」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 1 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇 

 

 論文    「改正対応！「実務に役立つ」「対話で学ぶ」個人情報保護法の基礎  

 第 9 回 個人データの漏えい時にはどう対応すべきなの？」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2021 年 2 月号 

著者    田中 浩之、北山 昇、松本 亮孝 

 

 論文    「独禁法実務において手元に置いておきたい 新の本」 

掲載誌   Business Law Journal 2021 年 2 月号 

著者    高宮 雄介 
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 論文    「改正著作権法のポイントを押さえておこう」 

掲載誌   企業実務 No.837 

著者    上村 哲史 

 

 論文    「特殊な業界における事業承継（第 7 回） 学校法人における事業 

 承継－私立学校を中心に－（上）」 

掲載誌   税経通信 Vol.76 No.2 

著者    小山 浩、間所 光洋、安部 慶彦、原田 昂（共著） 

 

 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（67）裁量労働制」 

掲載誌   労政時報 4007 号 

著者    上田 雅大、宇賀神 崇、岡野 貴明、安部 慶彦、川井 悠暉、芝村 佳

奈、齋藤 慎也、澤 和樹、原田 昂、平岡 優、湯浅 哲、稲津 康太、

西村 良、渡邉 悠介、小坂 翔子、西本 良輔 

 

 論文    「弁護士が精選！ 重要労働判例 - 第 262 回 社会福祉法人ネット 

 （定年後の雇用継続を不承認とする理事会決議による解雇の有効 

 性等）事件」 

掲載誌   WEB 労政時報 

著者    渡辺 浩平 

 

 論文    「IFN Annual Guide 2021 - Sukuk as feasible option for Japanese  

 Investors」 

掲載誌   Islamic Finance News 

著者    石川 直樹 

 

 論文    「The GDR Insight Handbook 2021 – Japan: Cybersecurity」 

掲載誌   The GDR Insight Handbook 2021 

著者    小野寺 良文、田中 浩之、蔦 大輔、嶋村 直登 

 

 論文    「The Collaboration and Interplay of the Intellectual Property and  

 Antimonopoly Acts in Japan in relation to Parallel Importation」 

掲載誌   Patents & Licensing Vol.50 No.4（Issue No.290） 

著者    高宮 雄介、塩崎 耕平（共著） 

 

 論文    「The Space Law Review – Japan Chapter」 

掲載誌   The Space Law Review 2nd Edition 

著者    四元 弘子、石川 大輝（共著） 
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 論文    「The Third Party Litigation Funding Law - Japan Chapter」 

掲載誌   The Third Party Litigation Funding Law Edition 4 

著者    金丸 祐子、ダニエル・アレン（共著） 

 

 論文    「International Comparative Legal Guide - Private Client 2021 

  - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide - Private Client 2021 

 10th Edition 

著者    大石 篤史、酒井 真 

 

 論文    「Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2021  

 - Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2021 

著者    吉田 和央 

 

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

 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 日更新） 

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

を減らす等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

出勤者を減らす等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
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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。 

 

■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。 

 

 The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて、当事務所は日本における下記の分野で上

位グループにランキングされ、5 名の弁護士が各分野で Hall of Fame に選ばれ、

26 名の弁護士が各分野で Leading individuals に選ばれました。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各分野で高い評価を得ておりま

す。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

 Antitrust and competition 

 Banking and finance 

 Capital markets 

 Corporate and M&A 

 Dispute resolution 

 Fintech 

 Intellectual property 

 Investment funds 

 Labour and employment 

 Private wealth 

 Projects and energy 

 Real estate and construction 
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 Restructuring and insolvency 

 Risk management and investigations 

 Tax 

 

Tier 2 

 TMT 

 

MYANMAR 

Tier 2 

 Corporate and M&A 

 Projects 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

 Projects and Energy 

 

Tier 2 

 Banking and Finance 

 Corporate and M&A 

 

Tier 3 

 Dispute Resolution 

 

弁護士 

Hall of Fame – JAPAN 

 Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

 Capital markets: 鈴木 克昌 

 Corporate and M&A: 石綿 学 

 Real estate and construction: 小澤 絵里子 

 Tax: 大石 篤史 

 

Hall of Fame – THAILAND (Chandler MHM Limited) 

 Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

 

Leading individuals – JAPAN 

 Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

 Banking and finance: 青山 大樹、佐藤 正謙、小林 卓泰 

 Capital markets: 尾本 太郎 
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 Corporate and M&A: 棚橋 元 

 Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

 Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

 Intellectual property: 岡田 淳、小野寺 良文、三好 豊 

 Investment funds: 三浦 健、大西 信治、竹野 康造 

 Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

 Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

 Projects and energy: 石川 直樹、岡谷 茂樹、小林 卓泰 

 Real estate and construction: 佐藤 正謙 

 Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

 Risk management and investigations: 梅津 英明、藤津 康彦 

 Tax: 酒井 真 

 

Leading individuals – THAILAND (Chandler MHM Limited) 

 Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

 Projects & energy: ジェッサダー・サワッディポン 

 

Next Generation Partners – JAPAN 

 Antitrust and competition: 藤田 知也 

 Banking and finance: 末廣 裕亮 

 Capital markets: 田井中 克之 

 Dispute resolution: ダニエル・アレン 

 Private wealth: 小山 浩 

 Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

 Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

 Tax: 小山 浩、栗原 宏幸 

 

Next Generation Partner – MYANMAR 

 Corporate and M&A: 井上 淳 

 

Rising Stars Lawyers – JAPAN 

 Banking and finance: 白川 佳 

 Fintech: 古市 啓 

 Labour and employment: 濵 史子 

 Projects and energy: 野間 裕亘 

 Restructuring and insolvency: 片桐 大 
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 ブルームバーグの 2020 年日本 M&A リーグテーブルにて 1 位を獲得しました 

ブルームバーグの 2020 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は金額順お

よび件数順のランキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

 リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングにて 1 位を獲得し

ました 

リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングが発表になり、当

事務所は 2020 年の日本企業関連の完了案件の金額順のランキングにおいて 1 位

を獲得いたしました。 

 

 

 マージャーマーケット 2020 年 M&A リーガル・アドバイザー リーグテーブルに

て 1 位を獲得しました 

マージャーマーケットによる 2020 年リーガル・アドバイザーのグローバル M&A

リーグテーブルが発表になり、日本のランキングにおいて当事務所は金額順のラ

ンキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

 リフィニティブの 2020 年の資本市場リーガルアドバイザリー・レビューにて 1

位を獲得しました 

リフィニティブによる 2020 年の資本市場リーガルアドバイザリーレビューが発

表になり、当事務所は、日本における普通株式の発行体側のリーガルアドバイ

ザーのランキングにおいて、1 位を獲得いたしました。 

 

 【SDGs】当事務所は、バイオベンチャー企業による事業価値証券化の手法を活

用した資金調達案件でアドバイスしました 

佐藤 正謙 弁護士、戸嶋 浩二 弁護士、松田 悠希 弁護士、立石 光宏 弁護士、

冨永 喜太郎 弁護士、小林 央忠 弁護士、佐藤 凌太 弁護士、紫垣 遼介 弁護士

は、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社がアレンジャーとして組成し

た事業価値証券化の手法によるバイオベンチャー企業に対する資金調達案件で、

アレンジャーのリーガル・カウンセルを務めました。 

 

このたび、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社は、バイオベンチャー

企業である Spiber 株式会社をオリジネーターとし、同社が開発する構造タンパ

ク質素材「Brewed Protein™（ブリュード・プロテイン）™」事業を対象とした

事業価値証券化（Value Securitization）の手法（「本スキーム」）による資金調達

の完了を発表しました。本スキームは、一般的なコーポレート・ローンとは異な

り、同社の先進的な研究開発設備、及びタイ国における量産プラント等の有形資

産に加え、同社の根源的資産かつ競争力の源泉である知的財産等の無形資産の価
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値を 大限活かし、大規模調達を実現するために設計された革新的な資金調達手

法です。 

 

昨今、SDGs 企業への投資ニーズが高まる中、本件は、スタートアップ企業にお

ける従来の株式を通じた資金調達手法に限定されない、幅広いクレジット投資家

が参加可能な手法を実現したものであり、本邦における卓越した研究開発や事業

を推進し、先進的な技術力を持つ企業による大規模な資金調達、及びそうした企

業へのクレジット投資を促進する契機となりうる、新規性及び社会的意義の高い

案件です。 

 

各産業分野における ESG 及び SDGs への取組が加速する中、経済・社会の構造

変革を促す新技術や代替技術の導入、商業化を支援する金融ソリューションの提

供・推進が強く期待されています。当事務所は、日本におけるストラクチャード・

ファイナンス取引の黎明期から現在に至るまで、金融取引・市場のフロンティア

において主導的な役割を果たしてきました。当事務所の弁護士は、その豊富な知

見と経験をもとに、今後も、経済・社会のニーズに即した金融取引の組成と金融

市場の更なる発展のために貢献して参る所存です。 

 

 ユージーン・チャオ 弁護士が入所しました 

（ユージーン・チャオ 弁護士からのご挨拶） 

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所（東京オフィス）にて執務させていただくこと

になりました、ユージーン・チャオと申します。 

2015 年にカリフォルニア大学バークレー校ロースクールを修了した後、Gibson, 

Dunn & Crutcher 法律事務所（ロサンゼルスオフィス）に入所し、M&A 及びその

他一般企業法務を中心とした案件を取り扱いました。2019 年にはパナソニック

株式会社（大阪、横浜）に 1 年間出向し、様々なクロスボーダー取引に携わりま

した。 

日本に戻ることができ嬉しく思っております。森・濱田松本法律事務所におきま

して、成長を続ける国際取引グループの一員として貢献できるよう取り組む所存

でございます。 

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 関戸 麦 弁護士が日本商事仲裁協会・Japan Commercial Arbitration Journal 編集

委員会委員に就任しました 
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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 


