
第�版はしがき

本書の初版が刊行されてから早�年が経過した。この間、会社法改正、民

法（債権法）改正、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）改正、公

益通報者保護法改正、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独

占禁止法）や不当景品類及び不当表示防止法（景表法）における課徴金制度

の拡充、公正取引委員会による指針の新設や改訂、コーポレートガバナン

ス・コードやスチュワードシップ・コードの改訂、日本取引所自主規制法人

の「不祥事対応のプリンシプル」、「不祥事予防のプリンシプル」の制定を含

め、企業法務に関する多数の法令の新設、改正や官公庁のさまざまなガイド

ラインの制定、改訂が行われ、法務・コンプライアンスに関する「指針」は

充実の方向にあるようにもみえる。しかし、検査不正・品質データ改ざん、

不適切会計、独占禁止法や景表法等の競争法違反、パワーハラスメントをは

じめとする労務問題等、企業の不祥事や法令違反の事例は日々発生し続けて

いる。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による業績の

悪化、テレワークの増加による管理体制の変容等も、法務・コンプライアン

スに関するリスクの増大要因となる可能性がある。

本書の初版は、幸いにして執筆者らの予想をはるかに上回る好評を得るこ

とができた。しかし、上記のとおり、依然として法務・コンプライアンスリ

スクの管理の必要性は高く、今後ますます複雑化・多様化する社会において、

企業の管理体制構築・運用のための手引として本書の改訂を行うべきとの考

えに至った。

第�版では、第�部「法務リスク・コンプライアンスリスク管理の基礎と

実務」と、第�部の21の分野におけるリスク管理の基礎知識および事例解説

との構成を維持しつつ、最新の法令の状況や判例・実務動向を織り込むべく

初版の記述をアップデートした。初版の特徴である、各分野の実務的対応に

関する「書式」を多く盛り込むとの点についても、引き続き採用し、法務・

コンプライアンスに関するリスクへの具体的な対応策の手掛かりとなるよう

心掛けた。

第�版の出版にあたっても、民事法研究会の田口信義社長、大槻剛裕氏を

はじめとする編集部の方々に多大なるご協力をいただいた。ここに深く御礼
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初版はしがき

企業にとって、法務・コンプライアンスが重要な位置を占めるものである

ことはいまさら言うまでもないが、近時、法務・コンプライアンスに関する

リスク管理の必要性がますます高まるとともに、時代の進展に応じたさまざ

まな変化も見られる。

ごく最近の状況を見ても、依然として、不適切会計、製品の認定不正取得、

個人情報の大量流出、セクハラ・パワハラといった不祥事が後を絶たない。

これらの中には、コンプライアンス体制が整備されているはずの一流企業に

よるものも多く含まれており、このことは、単に「体制」が整備され人員が

豊富であるというだけではリスクの顕在化に対する十分な予防ができるわけ

ではないこと、また、規模の大小を問わず、どの企業にも同様のリスクが潜

んでいることを物語っているといえる。そのため、現在は、法務・コンプラ

イアンスの面におけるリスク管理の必要性を認識するにとどまらず、なおい

っそう実践的かつ充実した対策が求められる段階にあるといえる。

近時の変化としては、たとえば2014年には会社法が改正され、社外取締役

を置くことに関する規律が強化され、監査等委員会設置会社や多重代表訴訟

など新たな制度が創設されたことがあげられる。これらの制度や「コーポレ

ートガバナンス・コード」の導入に伴い、企業のガバナンスがこれまで以上

に内外から注目される中、法務・コンプライアンスリスクの管理は、ますま

す、その重要な要素と位置づけられる。また、管理の対象という観点では、

子会社での不祥事が多々みられるとともに、事業展開のグローバル化に伴い、

わが国のものとは異なる外国のルールや慣習による想定外の法的制裁のリス

クや、目が行き届かない海外子会社での不祥事などが想定されることから、

海外を含めたグループ全体という広範な領域での法務・コンプライアンスリ

スクの管理が必要となっている。

これまで、民事法研究会から、法務リスク、コンプライアンス、コーポレ

ートガバナンスに関するテキストとして、阿部・井窪・片山法律事務所の弁

護士を中心とする執筆陣による、『実務 企業統治・コンプライアンス講義』

『法務リスク管理ガイドブック』を出版していただいた。これらの書籍にお

いても、その時々の情勢を踏まえ、かつ豊富な事例を設定し、網羅的に解説
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を行った。しかし、上記のとおり、法務・コンプライアンスに関するリスク

管理は、その必要性がますます高まる状況にあり、配慮すべき分野や領域も

さらに拡大しつつある。そこで、近時の情勢の変化に対応し、新たな法務・

コンプライアンスリスクの管理の指針となる解説書を作成する必要があると

考え、本書の出版に至ったものである。

第�部では、前著と同様、①法務・コンプライアンスリスク管理をめぐる

状況を俯瞰するとともに、②コンプライアンスや内部統制、ガバナンスに関

連する諸制度を概観し、③法務・コンプライアンスリスク管理の具体的手法

（体制の構築や予防策といった事前対応の側面と、不祥事等が生じた場合の初動体

制、被害の拡大防止、広報対応、原因調査と再発防止策といった事後対応の側面）

のあり方について詳しく解説することで、法務・コンプライアンスリスクの

管理に関する一通りの基本的な理解を得られるようにしている。第�部では、

法務・コンプライアンスリスクを21項目に分類し、まずそれぞれの分野にお

けるリスク管理の基礎知識を解説した上で、事例を挙げ、その場面における

リスク管理の具体的な手法について述べている。

本書の特徴は、前著に比して実務的対応の解説を充実させるとともに、関

連する「書式」を多く盛り込んだ点にある。抽象的な理屈やあるべき論の解

説があっても、企業の担当者として「では具体的に何をどうすればよいの

か」がわからないのでは、対策の立てようがない。もとより、リスク管理の

あり方は企業の規模、業容、組織体制、国際性等によって異なり、起きうる

不祥事や問題もさまざまであるから、対応の仕方も臨機応変、ケースバイケ

ースといった側面があることは以前からいわれているところである。しかし、

製造工程における事故やエラーのように大小さまざまな事象が日々発生し、

それに対する経験の積み重ねが有効な対策となりうるリスクとは異なり、法

務・コンプライアンスに関するリスクというのは、発生すると重大な影響を

もたらす可能性が高い一方で、発生頻度が決して高いわけではないから、管

理担当者としては、どのような対策を講じたらよいか、経験どころか想像も

できないという事項が多々あるのではないかと思われる。このような悩みに

対して、少しでも具体的な手がかりを提供することができればと考え、本書

では、執筆陣の知識・経験を踏まえ、多くの事項に関して書式を掲載してい

る。もっとも、書式は�つの例にすぎず、上記のとおり、実際のリスクはさ
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まざまな形で発生するから、本書の解説と書式で基本形を押さえつつ、各社

の実情に応じて応用形を考えていただければ幸いである。

本書の出版にあたっては、民事法研究会の田口信義社長、輿石祐輝氏をは

じめとする編集部の方々に大変お世話になった。ここに深謝申し上げる次第

である。
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法務・コンプライアンス
第

�
章
リスクの概況

Ⅰ 法務・コンプライアンスリスクを
めぐる最近の状況

� 法務リスクとコンプライアンスリスク

本書では、法律あるいは法的紛争に関連して損失を被るリスクを広く「法

務リスク」と呼んでいる。法的リスクあるいはリーガルリスクと言い換えて

も意味は変わらないが、本書は個人や家庭ではなく、企業に存在するリスク

を対象とするため、法務リスクと呼ぶことにした。法務セクションが扱うリ

スクという狭い意味ではないから、財務部門、経理部門、人事部門が所管す

る事項の中にも法務リスクは存在し、生産や流通の場にも存在する。

法務リスクには、その企業自身による契約違反や法令違反に起因するもの

があり、それらは当該企業にとってコンプライアンス上のリスクでもある

（〈図�〉参照）。一方で、コンプライアンスとは、単なる法令遵守にとどまら

ず、法令を超えた社会規範や社会道徳、ステークホルダーの利益や要請に適

うことまでをも意味するから、コンプライアンスリスクは、法務リスクの一

部を包含し、さらに広い範囲に存在する（本書では、「法務リスク」と「コン
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〈図�〉 法務リスクとコンプライアンスリスクの関係

法務リスク
コンプライア
ンスリスク



プライアンスリスク」を総称して「法務・コンプライアンスリスク」と呼ぶこと

がある）。

� 法務・コンプライアンスリスクをめぐる状況

最近、法務・コンプライアンスリスクに対する注目度が高まっているのは、

法令や社会倫理に反する行為が企業の社会的責任に結びつくと、その影響が民事

責任や行政罰等の法的責任を越えて拡大する可能性があるからである。また、海

外に事業を展開する企業にとっては、各国の贈収賄禁止法制、競争法制や情報

保護法制に抵触することによるグローバルな法務・コンプライアンスリスクの

存在と、それに伴う莫大な経済的損失の可能性も無視し得ないものとなっている。

わが国でコンプライアンスという言葉が広く使われるようになったのは

1980年代末頃からであるから、すでに20年以上が経過したことになる。この

間、日本企業における法令遵守体制は、十分に確立したといえるだろうか。

その答えはイエスであるともノーであるともいえる。なぜなら、少なくとも

一流と目される企業は、社内に倫理綱領やコンプライアンス・マニュアルを

用意し、コンプライアンス委員会や経営倫理委員会といった機関を設置し、

継続的に社内研修を実施している。一見、これらの企業における法令遵守体

制は盤石なようにみえる。しかし、一方で、企業不祥事は依然として後を絶

たず、そのために存亡にかかわる危機に追い込まれた企業すら存在する。こ

のことは、真のコンプライアンスの実現が、制度や文書を整備するだけでは

達成し得ないことを示している。

� 法務・コンプライアンスリスクに関する�つの視点

法務・コンプライアンスリスクの軽減には、①なぜ、不祥事や不正行為が

起きるのか、②なぜ、それを事前に防げないのか、③マスコミ対策も含めた

事後対応は適切か、という�つの視点からの検討が必要である。当事者であ

る企業にとっては、コンプライアンスというと、不祥事や不正行為そのもの

に眼が向きがちであるが、実際には、それに対する企業としての体制面も含

めた取組姿勢や広報対応の適否などのほうが、結果に大きな影響を与える場

合が少なくない。法務・コンプライアンスリスクは、上記①〜③のそれぞれ

の局面に存在することを忘れてはならない。
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近年、ある著名な教育事業を営む企業から3000万件を超える顧客情報が流

出した事件が世間の耳目を集めた。報道によれば、逮捕されたこの会社の元

派遣社員は、職場に記憶媒体を持ち込んで顧客情報をコピーしていたとのこ

とである。それが事実とすれば、記憶媒体を勝手に持ち込み、持ち出せる環

境下で重要な企業情報にアクセスできたことになることから、会社の情報管

理に問題があったことは否めない。さらに考えなければならないことは、そ

のような情報管理の実態を社内の誰も知らなかったとは思えないが、そうで

あるにもかかわらず、なぜ、このような大きな事故が発生するまで、問題視

されることがなかったのかという点である。このケースでどうだったかはと

もかく、誰もが聞いて喜ばないような不都合な情報は、えてして社内の一部

に滞留しがちであり、そのため、社内の一部では知られていたが、全社的な

問題意識とはならなかったケースは非常に多い。また、この会社の場合、外

部から情報漏えいの疑いを指摘する問合せがあった後の行動は決して遅くは

なく、捜査機関への持込みも含め、的確な対応が行われていたようであるが、

広報対応を誤ったために世間の批判を浴びるという画竜点睛を欠く結果とな

ってしまった。それも記者会見の場での発言が批判され、後に訂正し謝罪す

るという、ありがちな失敗によるものであった。会見に出席した経営トップ

が批判の矢面に立たされるのは、このようなケースでは避けられないとして

も、正確な情報が経営陣に届いていなかったことにより生じた混乱であると

すれば、その面でも体制面に見直すべき点があるように思われる。

あくまでも報道された範囲ではあるが、以上によれば、上記①の「なぜ、

不祥事や不正行為が起きるのか」という観点からは、記憶媒体を勝手に持ち

込み、持ち出せる環境下で重要な企業情報にアクセスすることを許していた

点が指摘されるべきであるし、上記②の「なぜ、それを事前に防げないの

か」という観点からは、そのような情報管理上の問題がありながら、事件が

起こるまで全社的な関心を喚起するに至らなかったという組織内の風通しの

悪さをあげなければならない。そして、上記③の「マスコミ対策も含めた事

後対応は適切か」という観点からは、メディア対応に不十分な点があったこ

とは否定できないと思われる。

筆者は、このケースの詳細を承知していないので、これを取り立てて問題

にしたり、批判する意思は毛頭ない。むしろ、他の多くのケースにみられる
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問題点が、この事案にも現れているように思えたので、近時の�つの例とし

て取り上げたまでである。したがって、多くの企業は、「明日はわが身」と

思って社内体制を点検する必要がある。このケースを含む多くにみられるよ

うに、都合の悪い情報が認識されても経営トップも含めた全社的な問題意識

は高まらず、また、発覚した後も、正確な情報が必ずしも全社的に共有され

ないまま、事態の急速な展開について行けずに、結果的に「当事者意識が足

りない」、「情報を小出しにしている」、「事態を甘く見ている」といった批判

を浴びる例が少なからずある。これは危機管理の一環としての広報対応の重

要性とともに、その前提として、重要な情報が正確かつ迅速に経営陣に共有

されるしくみを構築することの重要性を示しているといえる。

他方、報道する側にも、あげ足とりのようなステレオタイプの報道が横行

するきらいがないとはいえない。およそ謝罪会見をするような案件では、振

り返ってみれば反省材料はいくらでも出てくるので、それを強調して経営陣

を批判するとともに、「信用回復には時間がかかるだろう」といった決まり

文句で締めくくるのが�つのパターンだが、実際には、比較的短い期間で社

会的な批判が収まるケースもあれば、いつまでも尾を引いてしまうケースも

ある。当初の危機段階が一段落した後の継続的な取組みの姿勢こそが、その

企業の見識や誠実さを社会に示すものであるという意識をもつ必要がある。

チェックポイントチェックポイント

✓ 法務・コンプライアンスリスクの軽減には、

① なぜ、不祥事や不正行為が起きるのか、

② なぜ、それを事前に防げないのか、

③ マスコミ対策も含めた事後対応は適切か、

という�つの視点からの検討が必要。

✓ 当初の危機段階が一段落した後の継続的な取組みが信用回復につな

がる。

� 原因把握と予防策の構築

なお、先ほどのケースで、他人の情報を媒体にコピーして持ち出すような
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12
海外での事業展開におけ

第

章
るリスク管理

Ⅰ 基礎知識

� はじめに

⑴ 事業撤退時に備える──リスクの顕在化しやすい時期とは

近時、グローバル化の進展により、日本企業が海外に子会社等の営業拠点

を設立したり、また、海外の企業を買収することで、国際的に事業展開する

ケースが増えている。人件費や原材料費の調達コスト等を考えれば、自然な

流れともいえるが、他方で、海外での事業展開ではリスクを正確に見極めて

用意周到に準備しておかなければ、思わぬリスクを背負いこんでしまい、か

えって高くつくことになる。たとえば、近時、グローバルには、人権問題や

環境問題への関心が著しく高まっており、日本もこれに追随しているものの、

必ずしも十分とはいえない。そこで、企業としては、人権や差別、環境など

社会的課題の侵害の有無や環境問題への課題解決方針を確認・公表すること

がこれまで以上に重要になっている。これを怠ると、企業は評価や信頼を失

い、その代償は大きくなる。

特に事業撤退は、進出時と異なり、やむにやまれず行わざるを得ず、時期

を選びにくいことが多いため、相当の損失等を伴うものであるが、当該損失

の規模は海外進出当初から事態を具体的に想定して策を講じていたか否かに

よって大きく左右される。

したがって、海外で事業展開する日本企業にとって、リスク管理が特に重

要な時期の�つは事業撤退に伴う際であるため、�以下では、まず事業撤退

時のリスクとその管理について解説する。

⑵ 国内外のリスクの対比・腐敗行為防止法のリスク

海外進出に伴うリスクについて、法分野ごとに目を向けてみると、その多
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くは、実は日本国内における事業展開のリスクと共通している部分も少なく

ないため、それらについては他の章の個別のリスク管理を参照いただきたい。

ただし、海外におけるリスクは、国内のリスクとある程度共通するものの、

歴史、文化、宗教、人種、地理、天候、為替変動等に根差すこともあり、日

本におけるリスクよりもはるかに高く、複雑なことが多い。したがって、海

外進出に伴うリスク管理には、日本国内におけるリスク管理を念頭に置きつ

つも、現地国の状況を正しく把握したうえで、慎重に行うべきである。

ところで、海外進出に特有の法的問題として特筆すべきは、遵守すべき法

律として、日本や現地国の法律だけではなく、第三国の法律も含まれる場合

があることである。具体的には、たとえば、日本企業が東南アジアで行って

いる事業に関連して、米国の当局が米国の法律を適用して罰則等を科してく

ることがありうる。その場合の損失は、当局から科されるペナルティにとど

まらず、レピュテーションリスクや株主代表訴訟リスク、関係者からの処分

（世界銀行との取引停止、政府開発援助（ODA）の調達契約の非承認・認証取消し

等）など極めて甚大である。加えて、企業が負うペナルティとは別に、行為

者個人も、罰金等のペナルティに加えて、海外の刑務所に現実に収監される

ケースも出ている。そこで、分野別に関しては、この典型とされ、競争法

（なお、海外の競争法に関する記述は前記第�章を参照）と並んで日本企業にと

って大いなる脅威となっている腐敗行為防止法（外国公務員等に対する贈賄防

止法）について、第三国の法律を適用できる理由や、なぜ日本企業にとって

脅威となっているか等について説明する。

� 海外撤退時のリスクおよびその管理

⑴ 撤退手法の選定

� 撤退手法の種類・特徴

日本企業の海外進出が増加する反面、採算性の悪化や選択と集中、その他

さまざまな要因から、海外からの撤退を余儀なくされる日本企業も少なくな

い。大手企業に限らず、むしろ中小企業のほうがその撤退数は圧倒的に多い。

撤退に際して、まず問題となるのは、どのような手法を用いて撤退するか

である。この点は進出時にとった進出手法により異なるが、具体的には、現

地国の現地企業との間で合弁契約を締結して共同出資会社を設立したのか、
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それとも100％出資会社を設立したのか、あるいは、海外支店や営業所等を

設けたにとどまるのか等とも関連してくる。

海外からの撤退を行う場合、その手法としては、①出資持分の譲渡、②清

算、③破産、④休眠等が考えられるところ、どれを選択するかは特に当該国

の会社法、投資規制法、倒産法、税法等の観点からの考察が必要となること

が多い。それぞれの手法のメリット・デメリットは、（表22）のとおりであ

る。

               

（表22） 海外からの撤退手法のメリット・デメリット

撤 退 手 法 メ リ ッ ト デメリット

持 分 譲 渡：

会社の株式や持分を

第三者に譲渡する方

法である。

100％出資会社の場

合と第三者との共同

出資に基づく合弁会

社の場合がある。

�裁判所等の関与なく、簡

便に撤退できることが多

い。

�清算等する場合に行わな

ければならない多くの問

題の解消を自ら行わなく

とも撤退できる。

�株式や持分の譲渡規制に

関する強行法規のない国

では、契約のみで譲渡可

能な場合がある。

�譲受人との交渉のほか、

合弁の場合には合弁の相

手方の同意が必要となり、

譲渡先を制限されたり、

合理的な譲渡価格で譲渡

できない場合がある。ま

た、国によっては、持分

譲渡に際して、当局の許

可等が別途必要な場合も

ある。

�親会社である日本企業等

から提供した有形無形物

（特に知的財産）が回収

できない可能性がある。

�譲渡先から譲渡後に譲渡

対象に契約不適合等があ

る旨を主張される可能性

がある。

清 算：

当該国の会社法等に

基づいて、事業を清

算する方法である。

�法律に従った手続であり、

手続完了後に出資者が責

任を問われる可能性が低

い。

�債務超過の会社ではその

ままの状態では採用でき

ない。

�時間と費用がかかる。

破 産：

債務超過の会社につ

いて、当該国の破産

法等に基づいて、事

業を清算する方法で

�破産原因等が必要だが、

それさえあれば、採算が

悪化している赤字会社で

も採用できることが多い。

�法律に従った手続であり、

�国によっては、裁判所の

手続の運用が円滑ではな

い場合がある。

�外資企業の破産申立てが

認められない場合もある。
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ある。 清算手続に比しても手続

完了後に出資者が責任を

問われる可能性が低い。

�裁判所の決定で手続が開

始され、破産管財人が処

理をするため、会社の従

業員等が債権者と交渉す

る必要がない。

�親会社である日本企業に

対するレピュテーション

リスクが生じることがあ

る。

�時間と費用がかかる。

休 眠：

法的な手続をとらず、

事実上、事業を停止

する方法である。

�清算手続や破産手続を採

用できない場合でも、事

実上、営業活動を停止す

ることができる。

�法人としての存在（法人

格）が残るので、毎年決

算報告を行い、最低限の

納税を行うなど、管理が

必要となる。

�法人としての存在（法人

格）が残るので、現地の

債権者に対する責任を追

及されることがある。

�いつまでも法人の存在を

前提としたリスクが残り

続ける。

� 近時の傾向

近時、外資規制が緩和される等した結果、海外への進出形態として、

100％出資会社も少しずつ増えつつあり、また、撤退手法として清算・破産

等の手法をとる企業もないではない
1

。ただ、まだ多くの企業において、海外

進出時に、外資規制や現地国における既存の販路・顧客の利用等の観点から、

現地国の現地企業と合弁契約を締結して共同出資会社を設立することが多く、

また、その撤退にあたっては、他の手法に比べて相対的に容易である等とい

う理由から、持分の合弁相手や第三者への譲渡を行うことが一般的である。

以下では、実際に一番用いられている持分譲渡から順にそれぞれの注意点

について説明する。
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1 なお、（表22）のとおり、債務超過であれば、企業を消滅させる場合、清算をとり得

ず、破産しかとり得ない。また、債務超過であれば、譲渡価格が決まらず持分譲渡すら

できない場合が多いであろう。したがって、海外において最後まで事業撤退を渋って粘

るケースもよく見受けられるが、その結果、債務超過に陥る可能性があるのであれば、

この方針は撤退手法の選択を狭める可能性が高いため、必ずしも得策とはいえない。



� 合弁契約撤退の各手法の留意点

⒜ 合弁契約と撤退

さまざまな契約形態の中でも、いわば企業の一生について規定する合弁契

約は、必然的にその内容がオーダーメイドにならざるを得ず、契約締結時に

合弁相手との間で厳しい交渉を求められることも少なくない。そのため、契

約締結段階では、どうしても決めねばならない合弁会社設立時に関する事由

や運営時に関する事由に当事者の関心が集中し、他方で契約解除・解約等に

ついては極めて簡素な定型文言だけを入れるにとどめ、契約終了時の問題を

先送りすることが少なくない。

しかし、前述のとおり、海外進出時とは異なり、撤退はやむを得ず行うこ

とが少なくないため、撤退時期を悠長に選択できないことが多い。そのため、

合弁契約書中において撤退条件等がほとんど白紙の状態であれば、撤退をせ

ざるを得ない企業は、現実の撤退交渉時にそれだけで合弁相手に足下を見ら

れ、劣勢に立たされることとなる。したがって、面倒であっても、合弁契約

締結時にこそ、撤退条件・手続等を詳細に定めるべきである。

⒝ 持分譲渡による撤退とリスク管理

合弁契約に規定する内容は、撤退する可能性のある日本企業としては、ま

ず持分譲渡について、より譲渡しやすくするために、合弁相手の承諾を必要

とせずに自由に譲渡できる旨を規定することができればよいが、出資者の属

性によって会社経営等が劇的に変化しうる合弁会社においてそれは通常とり

得ない。したがって、現実的には、日本企業が有する持分を合弁相手に強制

的に売却できる旨のプットオプション条項を設けたうえで（〔記載例10〕参

照）、その行使条件および譲渡価格の決定方法をあらかじめどの程度規定で

きるか等がポイントとなろう。

〔記載例10〕 プットオプション条項例

� 甲は、対象会社が所在する国から、甲として撤退せざるを得ないと

判断した場合には、自己の保有する対象会社株式の全部又は一部を乙

が買い取ることを書面にて請求することができる（以下「売渡希望請

求」という）ものとし、乙は、当該請求に基づいて甲が保有する対象
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会社株式を買い取るものとする。

� 前項の規定に基づき乙が甲の保有する対象会社株式を買い取る場合

の�株当たりの買取価格は、売渡希望請求がなされた日の直前の四半

期末における対象会社の純資産額を、当該売渡希望請求がなされた日

における対象会社の発行済み株式総数で除することにより算定される

額に0.9を乗じた額とする。

⒞ 清算による撤退とリスク管理

また、共有持分の譲渡ができない場合でも、次善の策として、合弁会社を

清算等できれば、日本企業として撤退できる
2

。そこで、会社を清算しやすく

するため、会社の解散・清算事由として、「	年連続の赤字発生」等の客観

的・経済的な事実の発生、合弁契約の目的達成不能の確定、デッドロック状

態が一定期間以上解決できないこと、支配株主の変動等を明記しておくべき

である（〔記載例11〕参照）。

〔記載例11〕 解散条項例

対象会社は以下の各号の事由が生じた場合には解散するものとする。

① 本契約の目的が達成できないことが客観的に確定した場合

② 対象会社の決算年度末日における純損失が○円以上となったこと

が判明し、対象会社の純損失の解消について甲と乙との間の協議が

調わなかった場合

③ 対象会社において	期連続で営業赤字となり、その解決について

甲と乙との間の協議が調わなかった場合

④ ○条の規定に従い、甲および乙がデッドロック状態の解決に努力

したにもかかわらず、デッドロック状態が解決されなかった場合
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2 会社の解散・清算条項は、実は、持分譲渡における交渉との関係でも妙味を発揮する。

すなわち、日本企業が、持分譲渡を希望する際、同時に、当該条項に該当する状況に陥

っていれば、日本企業としては、合弁の相手方に、持分譲渡に応ずるか、そうでなけれ

ば会社を解散・清算するかの選択を迫ることができ、会社を解散・清算したくない合弁

相手から、持分譲渡の同意を取り付けやすくなるのである。
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（分担執筆、ぎょうせい、2020）、『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』

（分担執筆、有斐閣、2019）、『法務リスク・コンプライアンスリスク管理

実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）

藤松 文（ふじまつ あや）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1997年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2001年 弁護士登録

（第�部第�章・第16章担当）

【主な著作・論文】
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『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『内部

通報・内部告発対応実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2017）、

『会社法書式集』（分担執筆、商事法務、2017）、『法務リスク・コンプライ

アンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）、

『民法（債権関係）改正法案逐条解説』（分担執筆、清文社、2015）、『専門

訴訟大系� 知財訴訟』（分担執筆、青林書院、2010）、『金融商品取引法

Q&A』（分担執筆、銀行研修社、2006）

須崎利泰（すざき としやす）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1999年 東京大学法学部卒業

2002年 弁護士登録

（第�部第�章・第�章・第11章担当）

【主な著作・論文】

『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『書式

告訴・告発の実務──企業活動をめぐる犯罪の理論と書式〔第五版〕』（分

担執筆、民事法研究会、2017）、『会社法書式集』（編著、商事法務、2017）、

『役員会運営実務ハンドブック』（分担執筆、商事法務、2016）、『コンパク

ト解説会社法� 株主総会』（分担執筆、商事法務、2016）、『会社法関係

法務省令逐条実務詳解』（分担執筆、清文社、2016）、『法務リスク・コン

プライアンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、

2015）、『民法（債権関係）改正法案逐条解説』（編著、清文社、2015）、

『企業再編の理論と実務』（分担執筆、商事法務、2014）、『倒産�法の実務

知識』（編著、清文社、2012）、『法務リスク管理ガイドブック』（編著、民

事法研究会、2011）、『事例研究 証券訴訟 不実開示の法的責任』（編著、

清文社、2011）、『企業不祥事と対応 事例検証』（分担執筆、清文社、

2009）、『実務 企業統治・コンプライアンス講義〔改定増補版〕』（分担執

筆、民事法研究会、2006）、『金融商品取引法 Q&A』（分担執筆、銀行研

修社、2006）、『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（分担執筆、第一法規、

2006）
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大月雅博（おおつき まさひろ）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1997年 東京大学法学部卒業

1999年 弁護士登録

2006年 米国デューク大学ロースクール卒業、米国テキサス大学ロースク

ール、ラザード投資銀行

2007年 米国ニューヨーク州弁護士登録、オブロン・スピバック法律事務

所、ハーバート・スミス法律事務所

（第�部第�章・第12章担当）

【主な著作・論文】

『ビジネスローの新しい流れ──知的財産法と倒産法の最新動向──片山

英二先生古稀記念論文集』（分担執筆、青林書院、2020）、『契約書作成の

実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『法務リスク・コンプ

ライアンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）、

『法務リスク管理ガイドブック』（編著、民事法研究会、2011）、『知的財産

法の新しい流れ 片山英二先生還暦記念論文集』（分担執筆、青林書院、

2010）、『知的財産権侵害要論〔不正競業編 第�版〕』（分担執筆、発明協

会、2009）、『実務 企業統治・コンプライアンス講義〔改定増補版〕』（分

担執筆、民事法研究会、2006）

松田世理奈（まつだ せりな）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2007年 東京大学法学部卒業

2009年 東京大学法科大学院卒業

2010年 弁護士登録

2015年 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局取引監視課（課長

補佐）

2017年 公正取引委員会事務総局審査局訟務官付（主査）、競争政策研究

センター研究員

2021年 日本弁理士会中央知的財産研究所「知的財産と経済─インフラ産

業における競争と知的財産権」研究部会研究員
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2021年 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会専門委員

（第�部第	章・第14章担当）

【主な著作・論文】

『オンラインビジネスにおける 個人情報＆データ活用の法律実務』（共同

編著、ぎょうせい、2020）、『異業種間の標準必須特許ライセンスに関する

独占禁止法上の考察』（共著、競争政策研究センターディスカッションペ

ーパー、2019）、『エネルギー産業の法・政策・実務』（分担執筆、弘文堂、

2019）、『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、

『金融機関の法務対策5000講［Ⅴ］回収・担保権の実行・事業再生編』（分

担執筆、金融財政事情研究会、2018）、『法務リスク・コンプライアンスリ

スク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）

三澤 智（みさわ さとし）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2001年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2006年 弁護士登録

2013年〜2015年 中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャー

（第�部第
章担当）

【主な著作・論文】

『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『法務

リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事

法研究会、2015）、『業界別・場面別 役員が知っておきたい法的責任』

（編著、経済法令研究会、2014）、『中小企業再生支援協議会版「資本的借

入金」契約書（ひな型）の逐条解説�上�下』金融法務事情1979号14頁・1980

号109頁（きんざい、2013）、『最新私的整理事情』（分担執筆、きんざい、

2013）

江幡奈歩（えばた なほ）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1998年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2000年 弁護士登録
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2004年 期限付任用法に基づき特許庁総務部総務課制度改正審議室（法制

専門官）

（第�部第10章担当）

【主な著作・論文】

『ビジネスローの新しい流れ──知的財産法と倒産法の最新動向──片山

英二先生古稀記念論文集』（分担執筆・「均等論の国際比較」担当、青林書

院、2020）、『商標・意匠・不正競争判例百選〔第�版〕』（分担執筆・「地

域団体商標の登録要件としての“需要者の間に広く認識されている”要件

［喜多方ラーメン事件］」担当、有斐閣、2020）、『特許判例百選〔第�版〕』

（分担執筆・「知りながら［医療用具事件］」担当、有斐閣、2019）、『新・

注解特許法〔第�版〕上巻』（分担執筆・「旧第40条」担当、青林書院、

2017）、『法務リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル』（分

担執筆、民事法研究会、2015）、「我が国の知財紛争処理システムの魅力と

プレゼンスの向上のために」知財研フォーラム98号25頁（知的財産研究所、

2014）、『実務に効く 知的財産判例精選』（分担執筆・「先使用」担当、有

斐閣、2014）、「地域ブランドの確立と地域団体商標」法律のひろば66巻10

号45頁（ぎょうせい、2013）、「商標制度をめぐる最近の動きと今後の課

題」特許研究51号22頁（工業所有権情報・研修館特許研究室、2011）、「地

理的表示の証明商標制度による保護の可能性について──地域団体商標制

度との比較の観点から──」知財研フォーラム86号	頁（知的財産研究所、

2011）

松本卓也（まつもと たくや）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2001年 東京大学法学部卒業

2006年 弁護士登録

（第�部第13章担当）

【主な著作・論文】

『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『金融

機関の法務対策5000講［Ⅴ］回収・担保権の実行・事業再生編』（分担執

筆、金融財政事情研究会、2018）、『現代型契約と倒産法』（分担執筆、商
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事法務、2015）、『民事訴訟法判例インデックス』（分担執筆、商事法務、

2015）、『法務リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル』（分

担執筆、民事法研究会、2015）、『倒産判例インデックス〔第�版〕』（分担

執筆、商事法務、2014）

飯田 岳（いいだ がく）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2000年 早稲田大学法学部卒業

2002年 弁護士登録

（第�部第17章・第20章担当）

【主な著作・論文】

『Q&A令和元年改正会社法』（編著、新日本法規、2020）、『契約書作成の

実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『会社法書式集』（編

著、商事法務、2017）、『コンパクト解説会社法� 株主総会』（分担執筆、

商事法務、2016）、『会社法関係法務省令逐条実務詳解』（分担執筆、清文

社、2016）、『民法（債権関係）改正法案逐条解説』（編著、清文社、2015）、

『法務リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、

民事法研究会、2015）、『平成27年�月施行 会社法・同施行規則 主要改

正条文の逐条解説』（編集、新日本法規、2015）、『倒産�法の実務知識』

（分担執筆、清文社、2012）、『アセット・ベースト・レンディングの理論

と実務』（分担執筆、金融財政事情研究会、2008）

小林幹幸（こばやし もとゆき）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2000年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2007年 弁護士登録

2016年�月〜2018年�月 株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）

に出向

（第�部第18章担当）

【主な著作・論文】

『契約書作成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『金融
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機関の法務対策5000講［Ⅴ］回収・担保権の実行・事業再生編』（分担執

筆、金融財政事情研究会、2018）、『文書提出命令の理論と実務〔第�版〕』

（分担執筆、民事法研究会、2016）、『法務リスク・コンプライアンスリス

ク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）、『最新私的整

理事情』（分担執筆、金融財政事情研究会、2013）

佐長 功（さいき いさお）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1986年 北海道大学法学部卒業

1989年 弁護士登録

（第�部第19章担当）

【主な著作・論文】

『倒産と担保・保証〔第�版〕』（分担執筆、商事法務、2021）、『通常再生

の実務 Q&A150問』（分担執筆、金融財政事情研究会、2021）、『契約書作

成の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『破産実務

Q&A220問』（分担執筆、金融財政事情研究会、2019）、『新・注解特許法

〔第�版〕』（分担執筆、青林書院、2017）、『文書提出命令の理論と実務

〔第�版〕』（分担執筆、民事法研究会、2016）、『法務リスク・コンプライ

アンスリスク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）、

『専門訴訟講座� 倒産・再生訴訟』（分担執筆、民事法研究会、2014）、

『破産管財人の善管注意義務と個人責任』自由と正義775号51頁（日本弁護

士連合会、2013）、『法務リスク管理ガイドブック』（編著、民事法研究会、

2011）、『事業再生における税務・会計 Q&A〔増補改訂版〕』（分担執筆、

商事法務、2011）、『米国特許訴訟 Q&A150問』（共同編集、AIPPI・

JAPAN、2011）、『破産管財人の善管注意義務』金融法務事情1930号64頁

（共著、金融財政事情研究会、2011）、『新注釈民事再生法』（分担執筆、金

融財政事情研究会、2010）、『実務 企業統治・コンプライアンス講義〔改

定増補版〕』（分担執筆、民事法研究会、2006）

中村 閑（なかむら のどか）

阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー

694 執筆者略歴



2003年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2004年 弁護士登録

（第�部第21章担当）

【主な著作・論文】

『意匠・デザインの法律相談』（分担執筆、青林書院、2021）、『知財トラブ

ルの出口戦略と予防法務』（分担執筆、ぎょうせい、2020）、『契約書作成

の実務と書式〔第�版〕』（分担執筆、有斐閣、2019）、『知的財産権訴訟要

論 不正競業・商標編 第�版』（分担執筆、発明推進協会、2018）、『金

融機関の法務対策5000講［Ⅴ］回収・担保権の実行・事業再生編』（分担

執筆、金融財政事情研究会、2018）、『新・注解特許法〔第�版〕上巻・下

巻』（分担執筆、青林書院、2017）、『法務リスク・コンプライアンスリス

ク管理実務マニュアル』（分担執筆、民事法研究会、2015）、『商標法コン

メンタール』（分担執筆、レクシスネクシス、2015）
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阿部・井窪・片山法律事務所

国内外のメーカー、金融機関、流通業、建設業、サービス業等の企業

法務を扱う法律事務所として、弁護士、弁理士およびスタッフあわせて

150名を超える体制で様々な分野の法的ニーズに対応している。訴訟案

件、倒産・事業再生案件、知的財産法、コンプライアンスをはじめ、渉

外法務、M&A、金融法、独禁法、不動産法、薬事・医療関係法等の専

門分野を有している。
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