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カンパニー制）にしたらどうかという意見が出されています。持株会
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きた場合、どのように対応すれば、代金を支払ってもらえるでしょう
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わりにもらった手形を銀行に取り立てのために提示したところ、『支
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金してください」との電話がありました。銀行に対して、手形の所持

人について尋ねたところ、全く面識のない見ず知らずの人でした。

しかし、現在、私には1100万円も支払いをする余裕はありません。

このような場合であっても、不渡り処分を受けることになるのでしょ

うか。
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によって調達しようと考えております。そもそも、リース契約とはど
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のようなものでしょうか。また、リース契約を締結するにあたっては、

どのような点に注意をすればよいでしょうか。さらに、使用するうち

に特に必要がなくなった場合、リース期間中でも、解約することはで

きるでしょうか。
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当社は、会社設立の際に、リースによりコピー機をいれました。コ

ピー機が納入されたときには、何の問題もないと思ったので、納入業

者（サプライヤー）に物件借受証（検収確認証）を交付しました。と

ころが、その後、コピー機を使用していたところ、大量の枚数を連続

でコピーすると紙詰まりが発生することが判明しました。この場合、

リース業者に対して、コピー機の修理や交換を求めることは可能でし

ょうか。

また、サプライヤーに対して求めることは可能でしょうか。
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ープンし、商品を販売することにしました。そのような場合に、気を

つけなければならない問題点について説明してください。

第３章 労 働

採用内定・試用期間後の本採用とその取消し 120…………………

このたび、当社（Ａ社）はＢに内定通知を出したのですが、その後

Ｂの経歴詐称が発覚しました。不況が重なり経営状態も悪化したので、

Ｂの内定を取り消したいのですが、可能でしょうか。

また、試用期間を定めてＣを雇いました。Ｃは語学堪能ということ

で、海外に進出している当社にとって海外勤務要員として雇ったので

すが、試用期間の働きを通じて、全く語学力がないことが判明しまし

た。そこでＣの本採用を拒否したいのですが、可能でしょうか。

労働者派遣と派遣先企業の義務 123…………………………………
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当社（Ａ社）では、一般事務職の人手が足りないことから、労働者

派遣業者（Ｂ社）から事務職を派遣してもらおうと考えています。

派遣労働者に関して、当社が注意すべき点はありますか。

また、他社の労働者に、当社で仕事をしてもらうという形態は、労

働者派遣のほかに何かありますか。

パートタイム労働者を雇用する場合の注意点 127…………………

当社（Ａ社）では、パートタイム労働者にも働いてもらっています

が、下記の場合について、教えてください。

① パートタイム労働者の給料を正社員に比べて低く設定していま

す。何か問題がありますか。

② 契約期間１年のパートタイム労働者について、１年経過した時

に辞めてもらおうと思っていたところ、まだ働きたいと言ってい

ます。辞めさせることができるでしょうか。

③ 契約期間１年のパートタイム労働者について、過去１年ごとに

契約を更新し、すでに通算で10年間続けて当社で働いています。

今回の期間満了時に辞めてもらいたいと思った場合、本人は、ま

だ続けて働きたいと言っているのですが、辞めさせることはでき

るでしょうか。

④ 契約期間１年のパートタイム労働者について、まだ６カ月しか

経過していないのですが、辞めさせることはできるでしょうか。

就業規則 132……………………………………………………………

このたび、当社でも従業員が増えたので就業規則を定めることにな

ったのですが、そもそも就業規則を定めなければならないのは、どの

ような場合なのでしょうか。また、就業規則には、何を定めればよい

のでしょうか。

労働組合への対応方法 団体交渉・労働争議など 136…………

当社の従業員が社外の労働組合に個人加入したとして、当社と賃金

や新設備の導入について団体交渉の申込みをしてきました。社外の労

働組合であることを理由に団体交渉を拒否することはできますか。

上記の団体交渉に応じたところ、交渉が妥結せず、従業員が、スト

ライキと称して怠業したり、会社を非難するビラを配布する動きがあ
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ります。どのように対応するべきでしょうか。

所定労働日数（休暇等、有給） 142……………………………………

当社（Ａ社）では、入社して、１年の労働者Ｂから、ある時期に有

給休暇を３日とりたいとの申出がありました。しかし、Ｂが希望する

時期は当社の繁忙期であることから、ほかの時期に有給をとってもら

うようにすることはできるでしょうか。

また、当社に入社して、10年になる労働者Ｃから、１カ月連続して

有給休暇をとりたいという申出がありました。希望どおり１カ月間の

有給を認めなければならないのでしょうか。

賃金（賃金原則・最低賃金等） 147……………………………………

当社（Ａ社）の従業員Ｂが、誤って会社の貴重な備品を壊してしま

いました。そこで、その損害分をＢの給与から差し引こうと思うので

すが問題ないでしょうか。

また、Ｂが責任を感じ、「当面賃金は最低賃金を割り込む額でかま

いません」と申し出たので、その申出に応じようと思うのですが、大

丈夫でしょうか。

重病のためＢが出社不可能となり、Ｂの妻が給与の受領に来社した

のですが、妻に給与を渡しても大丈夫でしょうか。

時間外労働、残業代、名ばかり管理職 152…………………………

１ 当社が新規に雇用した営業担当社員から残業代および休日労働の

割増賃金を請求されました。しかし、当社は、営業担当社員には営

業手当として時間外勤務に相当する費用を支払っており、すでに残

業代等の割増賃金の支払いは済んでいると考えていました。当社は

あらためて残業代等の割増賃金を営業担当社員に支払わなくてはい

けないでしょうか。

２ 当社は居酒屋チェーン店を都内に３店舗ほど経営していますが、

ある店舗の店長から残業代や深夜業の割増賃金の支払いを求められ

ています。店長の要求に従うべきでしょうか。

セクハラ・パワハラ 158………………………………………………

当社（Ａ社）の女性従業員（Ｂ女）から、上司からセクハラを受け
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ていると報告されました。会社が従業員のセクハラ行為について、損

害賠償責任を負うことがあるのでしょうか。また、今後、このような

ことが起こらないために、どのような対策をすればよいでしょうか。

人事異動命令の限界 161………………………………………………

当社（Ａ社）の人事上の必要により、本社の研究室員であった女性

従業員（Ｂ女）を郊外の製造工場へ転勤させました。すると、Ｂ女か

ら「私は研究職員として雇用されたので、製造部門への配転は労働契

約違反のはずだ。また、私は昨年結婚したばかりで、新婚早々転勤を

命じるなんていやがらせではないのか」などと異議が述べられました。

転勤等の人事異動命令に、法律上の制限はあるのでしょうか。

メンタルヘルス（心の健康）と休職、復職 164……………………

１ 現在ある従業員が過労により生じたうつ病のため、労務の提供が

不能な状態にあります。解雇したいのですが、可能でしょうか。な

お、当社の就業規則では、業務に起因する精神疾患の場合、２年間

の休職を認めています。

２ 当社の従業員が精神疾患のため休職中ですが、そろそろ休職期間

が終了するため復職を可とするか、それとも退職か検討しなければ

なりません。どのようにして判断するべきでしょうか。

産休・育休 168…………………………………………………………

当社の女性労働者のＡさんは、このたび出産・妊娠のため産休をと

ることを求めてきました。産休制度について概要を教えてください。

また、Ａさんが産休をとると同期入社した他の社員と比べて経験が不

足してしまい、昇給や昇格について不利益が生じることもあり得ます

が、そのような取扱いに問題はないでしょうか。

また、産休のほかに育休制度というものもあるようですが、この概

要についてもあわせて教えてください。育休を拒むことができるか気

になります。

労災 保険・適用範囲、民事上の責任 171………………………

当社は、派遣会社から労働者の派遣を受けていますが、派遣社員が

当社の現場で発生した事故によってけがをしてしまいました。
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派遣社員でも労災の適用はあるのでしょうか。適用があるとした場

合には、派遣元会社と当社どちらが労災保険の手続をとるべきなので

しょうか。

また、当社が何らかの責任を負うことがあるのでしょうか。

懲戒 手続・適正 174………………………………………………

１ 当社（Ａ社）は顧客から急ぎの注文を受け、製造現場の社員を時

間外や休日に動員して、注文の品を製造しましたが、社員Ｂは、時

間外労働や休日労働の指示・命令に従わず、Ｂが休んだことにより、

他の社員に多くの負担がかかりました。当社は、製造現場のチーム

ワークを乱すＢを疑問視して、Ｂを呼び出して懲戒解雇を言い渡し

ました。その際、当社はＢの弁明を聴取しませんでした。しかし、

Ｂは解雇は無効であると言っています。Ｂの懲戒解雇は有効でしょ

うか。

２ また、懲戒処分した後、Ｂに経歴詐称が判明しました。懲戒処分

は、無効であると言っているＢに対して経歴詐称を上記懲戒処分の

理由に追加して、懲戒解雇が有効であると主張することは適切でし

ょうか。

解雇（整理解雇を含む） 179……………………………………………

当社の従業員Ａは、真面目でよく働くのですが、上司と折り合いが

悪く、しばしば仕事上の意見がぶつかり合い、そのたびに社内の雰囲

気が険悪になってしまいます。このままでは、会社の営業にも支障を

きたすかもしれませんので、Ａが会社を辞めてくれるとよいのですが、

自発的に辞めてくれそうにはありません。

そこで、①当社の就業規則に定められた解雇事由の「勤務状況が著

しく不良な場合」にあたるとして、Ａを（普通）解雇することはでき

ないでしょうか。

また、②おりからの不景気のため、当社の業績も悪化しており、人

員を削減したいところでもありますので、人員削減の一環としてＡを

整理解雇することができないでしょうか。

さらに、③Ａの態度が上司に対し反抗的で、就業規則に定められた

懲戒解雇事由の「職場の秩序を乱した」にあたるように思いますので、
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Ａを懲戒解雇することはできないでしょうか。

退職後の労働者の義務 185……………………………………………

当社（Ａ社）の労働者（Ｂ）が、退職後に独立し、当社の在籍中に

知り得た顧客情報を利用して、当社と同じ事業を行おうとしています。

このような行為をしたＢに対して、差止請求をしたり、損害賠償請求

をすることができるのでしょうか。

労働紛争解決のための手続 188………………………………………

当社（Ａ社）が解雇したはずの従業員（Ｂ）から、弁護士を通じて、

「解雇は無効である。解雇日以降の賃金を支払え」などという内容証

明郵便が送付されました。今後、どのような手続に発展するのでしょ

うか。また、どのように対処すればよいのでしょうか。

第４章 金 融

資金調達の方法 194……………………………………………………

株式会社を設立したのち、運転資金をはじめとする資金調達は、ど

のような方法で行ったらよいのでしょうか。

買掛金の差押えと相殺 197……………………………………………

当社は、取引先であるＡ社に対して売掛金を有しており、他方、Ａ

社に対して買掛金も負っています。このたび、Ａ社の債権者であるＢ

社が、当社のＡ社に対する買掛金を差し押さえてきました。当社のＡ

社に対する売掛金は、まだ支払期日がきていないのですが、このよう

な場合でも当社はＢ社に対し、Ａ社への売掛金と買掛金の相殺をする

旨を伝えて支払いを回避できるでしょうか。

また、相殺できるとして、相殺をする意思をＡ社とＢ社のどちらに

伝えなければならないでしょうか。

従業員による定期預金の無断解約 201………………………………

当社の取引先であるＡ社で発生した事件についてお聞きします。
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Ａ社はＢ銀行に定期預金していたところ、Ａ社を解雇された元従業

員ＣがＡ社に無断で通帳と銀行印を持ち出して定期預金を満期前に解

約し、そのまま行方不明となってしまったそうです。Ａ社は、この支

払いを無効としてＢ銀行に預金の払戻しを請求できるでしょうか。当

社はＡ社に多額の債権があるので、この事件のことが心配です。

キャッシュカードの不正使用と銀行の免責 204……………………

Ｑ３に関連してお聞きします。元従業員Ｃの解雇の前後に、Ａ社の

経理部で厳重に管理していたキャッシュカードがなくなり、Ｄが、こ

のカードを使って正しい暗証番号を入力して、Ｂ銀行から払戻しを受

けてしまいました。Ａ社は、この支払いを無効としてＢ銀行に預金の

払戻しを請求できるでしょうか。

実印の無断使用 208……………………………………………………

当社の取引先であるＤ社は、経営が思わしくなくなったことをきっ

かけに会社が乗っ取られそうです。聞くところによると、Ｄ社の代理

人と名乗るＥがＤ社の実印をもってＢ銀行を訪れ、Ｄ社を保証人とし

た連帯保証契約をＢ銀行との間で結んでしまったそうです。このよう

な連帯保証契約は有効なのでしょうか。

債権の二重譲渡と優劣関係 212………………………………………

当社（Ｂ社）は、Ａ社に対して買掛債務を支払うべき立場にあるの

ですが、Ａ社が経営危機に陥ったことから、Ａ社が当社に対して有し

ている売掛債権（甲債権）がＸ社に譲渡され、確定日付のある譲渡通

知が当社に届きました。また、Ａ社が、税金を滞納したために、租税

債権をもつ国が、甲債権を差し押さえたことにより、譲渡通知とほぼ

同時に国による差押通知も当社に届きました。到達の先後は不明です。

甲債権は、今誰がもっているのかを決めるにあたり、Ｘ社、国のど

ちらの通知が優先するのでしょうか。また、当社が法務局に、甲債権

の金額を預けて弁済供託をした場合には、Ｘ社、国のいずれが供託金

の還付を受けられるのでしょうか。

時効完成後の債務承認と時効の主張の可否 216……………………

当社には、Ａ社に対する古い買掛金があったのですが、買掛金が発
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生してから５年以上経って、Ａ社は当社に対し、債務承認書に記名・

押印するよう求めてきました。当社はこれに記名・押印し、Ａ社に渡

しました。ところがその後、この買掛金はすでに時効にかかっている

ことを法律相談で知りました。

今からでも、当社は時効で債務がなくなっていることを主張するこ

とができるのでしょうか。

異議をとどめない承諾の効力 220……………………………………

建設業を営む当社（Ａ社）は、新たな資材置場が必要になったので、

Ｘ社に資材置場の建設を依頼しました。Ｘ社は、資金繰りに困り当社

に対する請負工事代金債権をＹ社に譲渡したいと言い、当社は、資材

置場はまだできあがっていませんでしたが、Ｘ社を信頼し、また助け

るという意味もあって、これを承諾しました。ところが、Ｘ社はその

後倒産状態となり、ついに資材置場を完成させることができなかった

ため、当社はＸ社との契約を解除しました。このような場合でも、当

社はＹ社に対して、請負工事代金全額を支払わなければならないので

しょうか。

年金による預金と相殺 225……………………………………………

Ａさんは、60歳で当社を退職した後、年金で暮らしています。Ａさ

んの年金は、Ａさん名義で開設したＢ銀行の預金口座に振込送金され

るのですが、Ｂ銀行は、Ａさんがローンの支払いが遅れたとして、預

金と相殺する旨の通知をしてきました。これでは、Ａさんの生活が破

綻してしまうのですが、このようなことが許されるのでしょうか。

ファイナンス・リースの解除と清算義務 227………………………

当社（Ｂ社）は、倉庫業者Ａに対して売掛金を有していますが、Ａ

社からの支払いは滞っていました。そのような中、先日、Ａ社のリー

ス業者が突然契約を解除して、Ａ社の倉庫からリース物件であるフォ

ークリフトをひきあげていきました。

この場合、リース業者は、利益を取得していた場合に、Ａ社に対し

て何らかの清算金を支払う義務を負わないのでしょうか。リース業者

が清算義務を負うのであれば、当社は、Ａ社がリース業者から受け取

る清算金によって売掛金の弁済を得たいと思っています。リース業者
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が清算金を支払う義務を負う場合には、清算金はどのように算定され

るかも教えてください。

第５章 不動産

会社をつくる際の事務所設備の調達など 234………………………

新しい事業を始めるにあたり、事務所を借りようと思います。契約

を結ぶにあたって、賃貸借契約全般の留意点などを教えてください。

また、契約するのが、会社を設立する前と、設立した後では、何か

違いがあるでしょうか。

不動産賃貸借契約における保証 239…………………………………

会社で事務所を借りる際に、代表取締役である私に保証人になって

ほしいという要請がありました。保証人になった場合、どのような責

任を負うのでしょうか。また、私が保証人になる代わりに保証会社を

付けることでもかまわない、と言われました。この保証会社とは、ど

のような会社なのでしょうか。その立場やしくみなども教えてくださ

い。

敷金・保証金・建設協力金 244………………………………………

事務所を借りるにあたり、敷金や保証金を支払うよう要求されます

が、この敷金、保証金とは、どういう内容のお金なのでしょうか。ま

た、新築されるビルの１フロアーを借りることも検討していますが、

そのビルのオーナーから建設協力金を支払うよう要請されています。

この建設協力金とは何ですか、教えてください。

賃貸人の破産 250………………………………………………………

借りていたビルのオーナーが倒産し、ビルの抵当権者だという銀行

から、競売を実施するという通知がきました。今後、賃借人の立場で、

どのような対処・対応をする必要があるでしょうか。また、競売でビ

ルのオーナーが変わった場合、会社はどのような立場におかれること

になるのでしょうか。
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賃借物件立退きの留意点 255…………………………………………

会社も順調に発展し、今度自社ビルを建築し、そちらに引っ越すこ

とになります。この事務所の賃貸借契約については終了させることに

なりますが、オーナーと穏便な関係のまま出て行くには、どのような

手順・方法で行えばよいでしょうか。

自社ビル建設用地の売買上の留意点 261……………………………

自社ビルを建築するにあたり、その敷地となる土地を購入する場合、

どのようなことに留意すればよいでしょうか。

借地権の選択 267………………………………………………………

会社の経営も順調で、郊外の幹線道路沿いの空き地に、郊外型大型

販売店舗を出店する計画があります。土地は賃借する予定ですが、こ

の場合の最適な方法や留意すべき点を教えてください。

第６章 知的財産

知的財産権はどのように会社経営に役立つのか 276………………

知的財産権とはどのようなものですか。その具体的な内容、取得方

法、それを取得した場合にどのようなことが可能になるかを教えてく

ださい。

警告と損害賠償の手続 282……………………………………………

当社は長年の研究開発の結果、数年前に日本およびアジア数カ国で

特許権を取得しました。当社は、その特許発明により、当社製品の売

上げが急激に伸びました。ところが、最近、競合他社が、日本で当社

の特許権を無断で実施しているようで、当社製品と似たようなものを

販売し始めました。当社として、どのような対応をしたらよいのでし

ょうか。

警告と損害賠償への対応 286…………………………………………

当社は、私が代表を務める小さなメーカーです。当社製品は、私の
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長年の知識と経験を盛り込み、競合他社の製品とは異なる特徴をもっ

ています。ところが、その当社製品について、特許権侵害であるとの

警告書が届きました。私は、その特許権の存在する知らなかったので

すが、どう対応したらよいのでしょうか。

ライセンス契約 289……………………………………………………

特許権、商標権、著作権など知的財産権に関して契約を締結する場

合、どのような点に注意したらよいでしょうか。

職務発明・職務著作 293………………………………………………

会社の従業者が新しい技術を発明したり、楽曲やイラスト等を創作

した場合、会社がその新しい発明技術を利用したり、楽曲やイラスト

等を使用するにあたって何か特別な対応は必要となりますか。

会社の営業秘密等の持出し 296………………………………………

Ｂ社の元従業員Ａが、Ｂ社を退職し後、同業の新会社を設立しまし

た。Ｂ社の得意先から聞いたところによると、ＡはＢ社の顧客名簿を

もっており、その顧客名簿をもとにＢ社の顧客に次々と営業を行い、

Ｂ社が顧客とのトラブルで訴えられている等の虚偽の情報を告げて、

Ｂ社の顧客を奪っているようです。Ａの行為に対し、何らかの法的手

段は取れないでしょうか。

また、今後、このような行為を防止するためには、どのような対策

をしておくべきでしょうか。

第７章 個人情報

個人情報保護法の概要と個人情報取扱事業者 302…………………

当社は通信販売事業者ですが、五十音順電話帳掲載情報を5000人分、

従業員情報を2000人分、五十音順顧客情報データベースを3000人分の

個人情報を保有しています。当社は個人情報保護法のいうところの

「個人情報取扱事業者」に該当するでしょうか。該当する場合、個人

情報保護法上どのような義務を負わなければならないでしょうか。
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個人データに対する安全管理措置 307………………………………

個人情報取扱事業者が個人データに対して行わなければならない安

全管理措置について教えてください。

個人情報流出の対応方法 312…………………………………………

当社が保有している個人情報が流出しているとの風説が流されてい

るようです。今後どのようにして調査をするべきでしょうか。また、

流出事故が発生しているとして、その場合の対応方法について教えて

ください。

第８章 危機管理

危機管理一般 318………………………………………………………

最近、企業には危機管理が必要といわれていますが、具体的に何を

すればよいのかわかりません。そもそも、わが社のような中小企業に

危機管理が必要なのでしょうか。

顧客からの損害賠償請求 321…………………………………………

当社は、電気炊飯器の製造販売をしておりますが、お客様から当社

の製品を利用してけがをしたと言われ、治療費や慰謝料を支払うよう

請求されています。この問題に対し、当社は、どのように対処したら

よいのでしょうか。

クレーマー対応 325……………………………………………………

当社の商品に欠陥があったとして購入者からクレームがありました

が、調査の結果、商品には何ら問題がないことが判明しました。

そこで、その旨を説明しましたが、「会社は嘘をついている」、「対

応に誠意がない」などと言われました。その後も、何度も電話をかけ

てきて、「謝罪しろ」、「慰謝料を払え」などとしつこく言ったり、突

然会社におしかけてきて、「社長に会わせろ」などと怒鳴ったりする

ため、女性従業員がおびえています。いったいどうしたらよいのでし

ょうか。
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インターネットにおける誹謗中傷 329………………………………

取引先から、インターネット上に当社の誹謗中傷が書かれていると

言われ、調べてみたところ、掲示板やブログに、「○○社は、消費者

に欠陥商品を売りつける詐欺会社である」「○○社の従業員は客に対

し暴言を吐いた」など、当社の誹謗中傷が書かれていました。最初は

放置していましたが、だんだん閲覧者が増えている模様で、このまま

では今後の取引に重大な支障が生じかねません。このような場合にど

のように対処したらよいのでしょうか。

マスコミによる批判 333………………………………………………

当社は、食品を取り扱っていますが、週刊誌に産地を偽装している

などと書かれてしまいました。記事の内容は全くの事実無根で、事前

に取材などは全くありませんでした。出版社を訴えることはできるで

しょうか。

また、この記事が出た後、会社にテレビ局や新聞社などのマスコミ

が殺到し、ついには、役員の自宅にまで押し寄せてきました。取材や

撮影を拒否することはできないのでしょうか。

暴力団による脅迫 337…………………………………………………

暴力団の○○組を名乗る男が来社し、当社で販売した食品を食べて

食中毒になったなどと言って金銭を要求してきました。事実関係が確

認できないので、いったんは断りましたが、今後何かされるのではな

いかと心配です。どうしたらよいでしょうか。

また、反対に、当社と顧客とのトラブルについて、「うまくもみ消

してやる」ともちかけられた場合はどうしたらよいでしょうか。

上司による閲覧とプライバシー 342…………………………………

従業員が、電子メール（以下、「メール」といいます）を私的に使

用していることが発覚しました。こうした行為の実態を調査し、かつ

その従業員に一定の懲戒処分をする目的で、会社がそのメールを無断

で閲覧することは、従業員のプライバシーを侵害することになるでし

ょうか。

社内で横領行為があった 347…………………………………………
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創業時から当社に在籍してきた経理部長が、会社の金を個人的に流

用していた強い疑いが出たため、現在、自宅待機とし出社を停止して

います。

経理部長は、横領の事実などないと否認しています。今後、当社は

どのような点に注意してこの件を解決していけばよいでしょうか。

近隣対応 日影、音など 350………………………………………

当社はこれまで、ビルの一室を賃借して本社事務所をおいていたの

ですが、このたび、駅前の繁華街の一画に土地を購入し、この土地上

に本社ビルを建設することにしました。ところが、隣地のマンション

住民から、建設に反対する意思が表明され、すんなりとは建設できな

い状況になってきました。建設予定のビルは、むろん、建築法規など

に違反するところはなく、また、当社は、住民の意向を聞いたうえで

多少の設計変更することを考えています。しかし、解決金などの金銭

を支払う意思は毛頭ありません。

住民の方と今後長いおつきあいをするためには、あまりもめるのも

得策とは思われません。どのように対処したらよいでしょうか。

内部通報に関する法規 354……………………………………………

内部通報に関する法規について教えてください。また、会社内のこ

とについては、できれば内部通報に基づく外部の力によってではなく、

社内的に解決したいと思うのですが、そのためには、どのような点に

注意すればよいでしょうか。

社内機密情報漏洩 358…………………………………………………

新製品に関する情報や顧客情報など社内の機密情報について、従業

員が外部に情報を漏洩することを防ぐためにはどのようにしたらよい

でしょうか。また、従業員が退職した後、同業他社に転職して当社の

情報を利用することを禁止することはできるのでしょうか。

悪質投資ファンドからの防衛 363……………………………………

企業はこれを喰い物にする悪質な投資ファンドに常にねらわれてい

ると聞きます。どのような防衛策をとったらよいでしょうか。

内部統制システムをつくるに際しての心がまえ 367………………
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当社は、現在は小規模な会社ですが、いずれは会社法上の大会社に

なることをめざしています。そこで、今から、大会社における内部統

制システムのあり方を知り、当社に合ったリスク管理の仕方を研究し

ておこうと思います。そこで、会社法における内部統制システムにつ

いて説明してください。

第９章 海外取引

初めての海外取引での注意点 374……………………………………

これまで日本国内の企業とのみ取引をしていましたが、今般、海外

の企業との継続的な取引関係に入ることにしました。契約については

別途作成しますが、まず、海外の企業との取引において一般的な注意

点を教えてください。

国債売買における注意点 382…………………………………………

アジアを拠点とする国際的メーカーから継続的に製品を購入する予

定でおり、そのための売買契約を締結する予定です。この売買契約に

ついての注意点を教えてください。

海外子会社の設立（買収あるいは資本注入による場合） 388………

これまで海外の企業に委託して部品を生産してもらっていましたが、

今般、海外の会社を買収して（または海外の会社に当社が資本を入れ

て）わが社の生産拠点としようと思います。注意すべきことを教えて

ください。

海外企業との共同出資による合弁企業の設立・運営 393…………

当社のある技術を評価した海外の企業からの誘いにより、出資を受

けたうえ、当社の技術の外国での製品化・販売に特化した企業をジョ

イントベンチャーで設立しようと思っています。どのようなことに注

意したらよいでしょうか。

販売代理店を海外にもつ場合 396……………………………………
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海外に当社の製品の販売代理店をおこうと考えています。この場合

の注意点を教えてください。

第10章 上 場

上場の決断 402…………………………………………………………

当社は会社設立から３年が経過し、売上高も順調に伸びてきました。

ここで、上場するかどうかを考えています。上場することのメリット、

デメリットを教えてください。

上場市場の選択 406……………………………………………………

上場市場は、どのようにして選択すればよいのでしょうか。

上場に向けてのサポート体制 409……………………………………

上場に向けてのサポート体制として、監査法人や証券会社に協力を

求めることは不可欠といわれています。そうしたことも含めてサポー

ト体制をどのようにしたらよいのか教えてください。

上場審査 413……………………………………………………………

上場するにあたっての審査基準を説明してください。

上場に伴う情報開示 417………………………………………………

上場した場合には、会社の実務のあり方が相当に変わるとされてい

ます。その中で、投資判断資料として提出を義務づけられている法定

書類としての報告書について説明してください。

コラム>

・事業年度の変更 62…………………………………………………………………
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・連帯保証 211………………………………………………………………………

・CREとは 274………………………………………………………………………
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・荷為替信用状の役割 386…………………………………………………………

・二国間投資協定 391………………………………………………………………

・監修者略歴 421……………………………………………………………………

・執筆者一覧 422……………………………………………………………………
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