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アンダーソン・毛利・友常法律事務所のアジア・新興国プラクティス・グループでは、アジア及び新
興国（ブラジル・ロシア・トルコ等）の法令・規制等のアップデートを定期的に配信しております。皆様
の今後の海外展開に関するご検討の一助となれば幸いです。 
 
 
 

1 【シンガポール】日本企業の SGX カタリスト上場 

 

株式会社ジークホールディングスが、9 月 18 日、シンガポール証券取引所（「SGX」）のカタリスト

市場への上場を完了した1。この上場により、ジークホールディングスは25,000,000 株を1 株当た

り 0.26 シンガポールドルで発行し、6,500,000 シンガポールドル（約 5 億 1 千万円）の資金を調達

する。調達した資金はM&Aや事業拡大・新規事業の開発に使われるという2。 

 

日本企業のSGXのカタリスト市場への上場は日本企業としては初であり、また、SGXへのプライマリ

ー上場としても日本企業初の事例として、重要な意義を有する。当事務所は、ジーク･ホールディ

ングスの日本法カウンセルを務めた。 

 

SGXは、その取引高や時価総額でこそ東京証券取引所や香港証券取引所には及ばないものの、

東南アジアへの事業展開の足がかりとして、SGXへの上場を検討する外国企業は多い。日本企業

では、最近まで、2000 年の株式会社MARUWAを最後に日本企業の上場はなかったが、本年 3

月 27 日に株式会社トーセイがメインボードへの上場を果たし、今後は日本企業のSGX上場が続く

のではないかと注目されていた3。 

                                         
1 http://www.xyec.co.jp/ 
2 目論見書は以下のサイトから入手可能である。 

http://www.sgx.com/wps/wcm/connect/b47da30040dfd9018439c533219a5222/%2803%29+Xyec+Off

er+Document+%28Clean%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b47da30040dfd9018439c533219a5222 
3 トーセイのSGX上場については、当ニュースレター4 月号を参照

（http://www.amt-law.com/pdf/bulletins13_pdf/Asia_EC_130426.pdf） 

http://www.xyec.co.jp/
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins13_pdf/Asia_EC_130426.pdf
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SGXには、メインボードとカタリストの 2 つの市場があり、メインボードは、東京証券取引所でいう 1 部

及び 2 部に相当し、カタリストはいわゆる新興市場に相当する。また、上場の形態には、東京証券

取引所など本国の証券取引所に既に上場している企業がSGXでも上場するいわゆるセカンダリー

上場と、他の証券取引所で上場していない会社がSGXで上場するプライマリー上場の 2 種類があ

る。前述のトーセイをはじめ、これまでにSGXに上場した日本企業4は、いずれもメインボードへの上

場であり、セカンダリー上場であった。したがって、ジークホールディングスによる今回の上場は、カ

タリストへの上場としても、プライマリー上場としても日本企業としては初となる。 

 

カタリストは、メインボードとは異なり、セカンダリー上場は認められていないほか、経営・財務上の

SGX の基準が適用されず、スポンサーとなる証券会社や投資銀行によって上場審査が行われる

点が特徴であり、メインボードに比べて、調達できる資金の規模が小さい半面、より短期間での上

場が可能であるといわれている。 

 

他方、上場形態及びメインボードかカタリストにかかわらず、SGX上場にあたっては、SGXが定める

コーポレート・ガバナンス原則に準拠したガバナンス体制を構築することが実務上求められ、これに

従って、独立取締役や、各種の委員会等の設置が必要となる。ジークホールディングスは、いわ

ゆる監査役会設置会社であるが、今回の上場に伴い、監査役会に加えて、指名委員会、監査委

員会及び報酬委員会を設置した5。日本法上は、機関設計として監査役会を設置するか各種の

委員会を設置して委員会設置会社となるかどうかは選択的であるが、シンガポール法上は監査

役及び監査役会に相当する機関が存在しないため、SGXのコーポレート・ガバナンス原則に準拠

するために両方の機関を設置したものと思われる。この点、前述のトーセイは監査役会の他にはコ

ーポレート・ガバナンス会議を設置している6が、委員会等は設置しておらず、メインボードへのセカ

ンダリー上場とカタリストへのプライマリー上場では要求されるガバナンス体制が必ずしも同一では

ないことがうかがわれる。 

 

また、上場を目指す会社は、カタリストのルールに従い、定款において規則が要求する一定の条

項を定める必要があり、このような条項の中には日本企業の通常の定款に含まれないような条項

も含まれる。さらに、上場を目指す会社のうち、ストックオプションを発行している会社は、カタリスト

のルールを満たすように、ストックオプションに係る新株予約権付与契約等を修正する必要があり、

日本における通常の新株予約権付与契約等では当該ルールを満たせないため、大幅な修正が

必要になる可能性がある。 

 

以上のとおり、日本企業がSGXのカタリストに上場するためにクリアすべき問題・手続きは多岐に上

るが、今回ジークホールディングスが上場を果たしたことは、それらの問題にどのように対処をして

いくべきかについて一定の指針を与えるものである。SGX への上場を検討している日本企業は、今

後はジークホールディングスの例を先例とすることによって、より上場審査をより円滑に進められる

ことが期待される。 

 

 
弁護士 青柳 良則 

 

弁護士 副田 達也  

 

 

 

 

 

 

4  2013 年 10 月現在、ジークホールディングス以外でSGXに上場している日本企業は、本文で述べたトーセイ及

びMARWAのほか、株式会社村田製作所（1976 年上場）及び野村ホールディングス株式会社（1994 年上場）を

加えた 4 社である。 
5  ジークホールディングス組織図参照（http://www.xyec.co.jp/） 
6  トーセイ組織図参照（http://www.toseicorp.co.jp/corporate/data/organization/） 

mailto:yoshinori.aoyagi@amt-law.com
mailto:tatsuya.soeda@amt-law.com
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2 【インド】新会社法の施行 

 

インドでは、従来のインドの会社法である「Companies Act, 1956」（「旧会社法」）を抜本的に改正

する「Companies Act, 2013」（「新会社法」）が 2013 年 8 月 29 日に成立し、その一部が同年 9

月 12 日に施行された。全面的な施行時期は来春という報道がなされているものの、2013 年 9

月 12 日に一部が唐突に施行されたことに見られるように、今後、いつどのタイミングでどの規定が

施行されるかについては、不確定要素が大きい。そのため、現時点において、新会社法の改正内

容を把握し、対応策を検討しておく必要性は高いと考えられる。 

 

そこで、本稿では、新会社法で導入された新たな規定のうち、インドに進出する日本企業にとって

重要と思われるものを中心に解説する。なお、本稿で解説する各改正事項のうち、インサイダー取

引規制の導入以外の改正事項については、現時点において施行時期は未定である。 

 

1. 一人会社の導入 

 

旧会社法では、インドで会社を設立するためには、最低 2 名の株主が必要とされていた。そのため、

日本企業がインドに進出するに際して、厳密な意味での完全子会社を設立することはできず、例

えば 1％の株式を関係会社に出資させる等の方法がとられてきた。新会社法では、株主が 1 名の

みの会社（一人会社）の設立が認められており、完全子会社の設立が可能となることが期待され

る。もっとも、近時公表された「Draft Rules under Companies Act, 2013」（「新会社法施行規則

案」）によれば、一人会社を設立することができる者の範囲は、インドに一定期間居住する自然人

に限定されており、この規則がそのまま施行された場合、日本を含む外国企業が完全子会社とし

て一人会社を設立することは不可能となる。しかしながら、新会社法施行規則案は、今後修正さ

れる可能性があるため、引き続き注視すべきである。 

 

2. 取締役の居住義務、女性取締役の選任義務 

 

旧会社法では、公開会社（public company）の managing director 等を除いては、取締役のインド

への居住義務はなく、非公開会社（private company）の場合、全取締役を非居住者とすることも

可能であったが、新会社法は、公開会社、非公開会社を問わず、全ての会社に対して、1 名以上

の取締役が前年のうち合計 182 日を下回らない日数（not less than 182 days）、インドに滞在し

ていることを義務付けている。また、新会社法は、上場会社及び資本金が 10 億ルピー以上の会

社に対して、1 名以上の女性取締役の選任を義務付けている。特に、女性取締役の選任につい

ては、新会社法施行規則案において一定期間の猶予が与えられているものの、適任者の確保が

大きな課題となり得る。 

 

3. CSR（Corporate Social Responsibility）の義務化 

 

新会社法は、①純資産（net worth）が 50 億ルピー以上、②売上高（turnover）が 100 億ルピー

以上、又は③純利益（net profit）が 5000 万ルピー以上の会社に対して、企業の社会的責任

（CSR）を果たすための方針策定等を行う CSR 委員会の設置を義務付けるとともに、直近 3 会計

年度における平均純利益の 2％以上を CSR に支出することを義務付けている。新会社法の施行

後は、本来の事業活動とは別に CSR 活動を念頭においた事業計画の策定が必要になるものと考

えられる。 
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4. インサイダー取引規制の導入 

 

新会社法では、上場会社に限らず、非上場会社を含む全ての会社の株式について、原則として、

インサイダー取引を行うことが禁止された（※新会社法が、非上場会社の株式についてもインサイ

ダー取引規制の適用対象とした意図は不明であり、今後インド企業省による規則や通達により、非

上場会社についてはインサイダー取引規制の適用が除外される可能性もある）。インサイダー取

引規制に違反した場合には、5 年以下の懲役又は 50 万ルピー以上 2 億 5,000 万ルピー以下の

罰金若しくはインサイダー取引により得られた利益の 3 倍に相当する額のいずれか高い額が科さ

れ、又はこれらが併科される。禁止されるインサイダー取引には、会社の有価証券の勧誘、売買、

取引及びこれらを承諾する行為が広く含まれる点に留意が必要である。なお、上記のインサイダ

ー取引規制は、2013 年 9 月 12 日の新会社法の一部施行により、既に施行されている。新会社

法上のインサイダー取引規制と、インドの証券取引規制である「1992 年インド証券取引委員会法

（Securities and Exchange Board of India Act, 1992（SEBI Act））」及びその施行規則である

「1992 年インサイダー取引禁止規則（Securities and Exchange Board of India (Prohibition of 

Insider Trading) Regulations, 1992）」とでは、インサイダー取引の規制の内容がやや異なる点にも

注意が必要である。 

 

5. 会計年度の統一 

 

旧会社法では、会社は会計年度を自由に設定できたが、新会社法では、会社の会計年度が、原

則として、4 月 1 日から 3 月 31 日までに統一されている。現在、会計年度が 4 月 1 日から 3 月

31 日までとなっていない会社については、新会社法の施行から 2 年以内に会計年度を変更する

ことが必要となる。 

 

6. その他 

 

上記のほか、新会社法では、ガバナンスの強化と考えられる改正（例えば、独立取締役の選任義

務、指名・報酬委員会の設置義務、会社秘書役による監査義務等）が数多く盛り込まれている。

これらは、必ずしも全ての会社に対して適用されるものではないが、具体的な適用範囲は規則等

により定められる見込みであることから、今後の新会社法施行及び規則制定の動向に留意が必

要である。 

 

弁護士 琴浦 諒 

 

弁護士 大河内 亮 

 

 

 

 

 

 

 

3 【ブラジル】IFRS に関する暫定的な税務措置の継続 

 

ブラジルの会計原則は、2007 年に制定された法律（No. 11,638/2007）により、2008 年から、

IFRS に沿ったものとなっている。しかし、税法は IFRS と整合的なものとは必ずしもなっていないため、

IFRS の導入により税務上の有利・不利が生じることを防ぐべく、2009 年に制定された法律

（No.11,941/2009）により、「RTT」（Regime Tributário de Transição）と呼ばれる暫定的な税務措

置が導入され、法人に係る税額計算の目的においてのみ、IFRS 導入以前のブラジル GAAP（「旧

ブラジル GAAP」）に基づいて、売上げや経費を計算するものとされた。 

 

mailto:ryo.kotoura@amt-law.com
mailto:ryo.okochi@amt-law.com
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IFRS と整合する形で新しい税法を制定し、RTT を解消するのが自然な流れであるとも思われると

ころであるが、現在までにそのような新しい税法は制定されていない。むしろブラジル連邦税務当

局は、本年 9 月 16 日、標準指針第 1,397 号（Normative Instruction No. 1,397）を公布し、RTT

を維持するとともに、2014 年 1 月から、RTT に沿って新たな義務を課すことを発表した。 

 

具体的には、(1) 税務目的のために、旧ブラジル GAAP に沿って作成した電子的な会計帳簿を

作成すること、(2) 法人所得税の申告に係る電子システムの使用強制、(3) （配当には課税され

ないのが原則であるが）「純利益」（net profit）を超えた配当の支払いについては通常の所得として

課税され、当該「純利益」は旧ブラジル GAAP に基づいて計算されるべきこと、及び(4) 株主に対

して支払われかつ税控除が認められる純資本利子（Juros sobre Capital Próprio）の計算に当たっ

ては、旧ブラジル GAAP が用いられるべきこと等である。 

 

特に、「純利益」等の概念は、会計上用いられる場合には IFRS に基づいて計算されるが、税務目

的では旧ブラジル GAAP に基づいて計算されることが必要となるため、混乱を生じ易いと思われる。

つまり、企業が IFRS に基づいて計算した「純利益」によって配当を行っても、それが旧ブラジル

GAAP に基づいた「純利益」を超過していれば課税されることになる。また、上記のとおり、帳簿を

会計目的と税務目的で二重に作成することが強制される等、企業の負担が増すものと思われ、留

意が必要である。 

 

 
弁護士 福家 靖成  

  

 

 

４ 【ミャンマー】ミャンマー汚職防止法の成立 

 

ミャンマーでは、2013 年 8 月 7 日、汚職防止法（「本法」）が成立し、翌日付けで公表された。同

年 9 月 17 日、ミャンマー連邦共和国大統領令 No.73/2013 が発令され、本法 1 条 b 項に基づ

き、本法が施行された。本法施行前には、ミャンマーにおける汚職防止に関わる法律としては、汚

職の抑止に関する法律（The Suppression of Corruption Act）があったが、本法の施行により廃止

された。ミャンマーには、本法の他、刑法等にも、汚職に関わる規定がある。以下では、本法の概

要を解説する。 

 

1. 本法の目的 

 

本法の目的としては、汚職の撲滅、良い統治の実現等のほか、法運用・行政の透明化によって国

内外の投資を促進し、経済を発展させることが挙げられている（本法 4 条）。 

 

2. 処罰の対象 

 

本法では、処罰の対象となる汚職（bribery）とは、直接又は間接を問わず、賄賂を受け取り又は受

け取ろうとし、送り又は送ろうとし、約束その他賄賂に関わるなんらかの交渉を行うことで、公務員

又はその関係者をして、その職権を濫用させ、作為又は不作為により不正行為をさせることと定義

されている（本法 3 条 a 項）。従来と異なり、賄賂を送った側も処罰の対象となることに注意が必要

である。 

 

mailto:yasunari.fuke@amt-law.com
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3. 汚職撲滅委員会 

 

本法に基づいて、汚職撲滅委員会が設立された。汚職撲滅委員会は、大統領、民族代表院、人

民代表院から各 5 名が選ばれ、合計 15 名により構成される。汚職撲滅委員会は、予備調査パネ

ルや調査チームを組織・指示・監督し、汚職防止のための中核的な役割を担う。特徴的な点とし

て、汚職撲滅委員会の委員は、任命されるにあたり、本人、その家族、その他関係者の資産の公

開を求められる（本法 13 条）。 

 

4. 罰則 

 

現職の政治家が汚職をしたと認定された場合、最大で懲役 15 年が課されることに加え、罰金が

課される場合もある（本法 55 条）。現職政治家以外の公務員が汚職をしたと認定された場合、最

大で懲役10年に加え、罰金が課される場合もある（本法56条）。その他の者が汚職をしたと認定

された場合には、懲役 7 年に加え罰金が課されうる（本法 57 条）。 

その他、汚職の隠蔽に協力した者、汚職撲滅委員会の命令に従わなかった者等に対する罰則が

規定されている。 

 

各国の汚職状況を監視している非政府組織、トランスペアレンシー・インターナショナルの発表に

よれば、2012 年におけるミャンマーの汚職度数は 176 カ国中 172 位であるとされている。汚職の

蔓延は、せっかく高まっている日本をはじめとした世界各国からの投資の機運に水を差すことにな

りかねない。本法の施行により、このような状況が改善されることが望まれるところであり、今後の本

法の運用状況に注目していきたい。 

 

なお、本ニュースレターは、情報の提供のみを目的とし、非公式の英訳等に基づいて作成しており、

ミャンマー語の原文等を確認の上作成したものではないことに留意されたい。 

 

弁護士 今井 裕貴 （ケルビンチア法律事務所ヤンゴ

ンオフィス出向中） 

 

 

 

 

 

５ 【トルコ】グループ企業を対象とした新たな訴訟形態 

～支配会社とその取締役会による不法な支配権の濫用に対する責任追及～ 

 

1. はじめに 

 

2012 年のトルコ商法（法律第 6102 号。「商法」又は「新商法」）改正により、新たに支配会社とそ

の取締役に対する責任追及制度が導入された。トルコに子会社を設立した場合には、日本の親

会社及びその取締役にまで責任追及が及ぶ可能性があるため、特に留意が必要となる。 

 

企業グループは、一般に、支配会社とその支配下にある被支配会社によって構成される。支配関

係を構築し、維持する方法としては、被支配会社の過半数の株式を保有する方法と契約を締結

すること等により被支配会社に対して事実上の支配力を及ぼす方法がある。新商法は、説明責任

の履行確保及び利益衡量の観点から、支配会社・被支配会社間についての新たなルールを規

定している。これらのルールに違反した場合、支配会社とその取締役会は、商法に基づき責任を

負うことになる。 

 

mailto:yuki.imai@amt-law.com
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これらの支配会社に関するルールの一環として、多様な訴訟形態が導入された。これらの訴訟の

うち最も重要なものの一つが、「不法な支配権の濫用」についての責任追及訴訟（商法第202条）

である。同条には 2 種類の責任追及訴訟が規定されている。①支配会社による被支配会社の経

営に対する介入についての責任追及訴訟（同条第 1 項）、及び②被支配会社の株主総会及び取

締役による重要な決議に関する支配会社に対する責任追及訴訟（同条第 2 項）である。 

 

2. 支配会社からの被支配会社の保護 

 

支配会社は、支配権の行使に当たっては被支配会社の利益を考慮しなければならず、被支配会

社に損失を生じさせてはならない（商法第 202 条第 1 項）。被支配会社に損失が生じた場合には、

当該損失は支配会社によって補填されなければならない。本条に挙げられている損失の例は、支

配会社の取締役会の権限の範囲内の行為によって生じるものであることから、同条は、主に、支

配会社による被支配会社の取締役会に対する介入によって生じる責任について規定していること

になる。すなわち、支配会社の取締役まで責任追及を及ぼすことを目的とした規定である。 

 

同条によれば、資産を減少させ、又は減少のリスクにさらすことが損失に該当することになる例とし

て挙げられている。特に、①取引や契約の締結（事業、資産、金銭、人材、債権債務の移転など）、

②利益の減少又は移転、③保有資産への担保設定、④投資の制限又は中止、及び⑤保証人に

なることのいずれかについての支配会社による被支配会社の「誘導」行為が例として挙げられてい

る。これらの事由により実質的に損害が生じたことまでは必要なく、被支配会社に何らかの「損失」

が生じる形態で取引や契約の締結がなされれば足りる。 

 

支配会社による介入により被支配会社に何らかの損失が生じた場合、支配会社は、当該損失を

補填すべき義務を負う。この規定に基づき、支配会社は、当該年度内に、被支配会社の損失を

補填し、又はその引受けをしなければならない。 

 

したがって、同条により、被支配会社にとっては、支配会社による介入によって生じた損失の回復

を図ることができ、他方で、支配会社にとっては、損失補填を行うことにより被支配会社から訴訟を

提起されることを防ぐことができるため、被支配会社に対するポリシーを貫徹することができることに

なる。 

 

3. 支配会社とその取締役に対する損失補填請求訴訟 

 

支配会社による誘導又は命令により被支配会社の取締役会の善管注意義務違反となる取引が

行われ、被支配会社に損失が生じたにもかかわらず、当該年度内に補填が行われない場合、被

支配会社の株主又は債権者は、支配会社の取締役に対して訴訟を提起し、被支配会社に生じた

損失の補填を請求できる。支配会社及びその取締役は、同様又は類似の状況に置かれた独立

企業の取締役が、誠実に会社の利益を考慮し善良なる管理者の立場で判断した場合であっても、

同じ取引（被支配会社に損失を生じさせた取引）が行われたであろうことが証明された場合にのみ

免責される。  

 

4. 裁判所による株式買取の義務付け 

 

被支配会社の株主には、損失補填請求権の他にも商法上の権利が認められている。裁判所は、

衡平と認めた場合には、支配会社に対して、補填に代えて、請求者である被支配会社株主の株

式の買取を義務付けることができる。また、株主からの株式買取請求がない場合であっても、裁判

所が職権で支配会社による買取を命ずることができる。  
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5. 外資系企業の外国株主に対する提訴権の付与 

 

外国株主のいるグループ企業についての新設規定もある。新商法は、このような企業の場合に、ト

ルコ国内で責任追及訴訟を提起することを認めている。したがって、新商法の規定に基づき、トル

コ国内の株主や債権者が、トルコ国内で、外国支配会社に対して訴訟を提起することが可能とな

っている。  

 

6. まとめ 

 

結論として、新商法による新たな訴訟形態の導入により、支配会社による被支配会社に対する支

配権の濫用が制限されることになり、支配会社に、被支配会社の株主及び債権者に対する説明

責任が課されることになる。この規定の違反の効果は重大で、支配会社とその取締役の双方が損

失補填責任を負うことがあり得る点に留意が必要である。 

 

 
弁護士 宮 健太郎  
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◆TOPICS◆ 

 
【お知らせ】 

 青柳良則弁護士が下記セミナーにて講師を務めます。 

 

セミナー名：「実践シンガポール上場セミナー」 

(1) 東京開催 

日時：2013 年 10 月 21 日（月）（予備日：22 日（火））13:30～17:00 

場所：アンダーソン・毛利・友常法律事務所 セミナールーム 

東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂Ｋタワー22 階 

http://www.amt-law.com/office3_a.html 

TEL:03-6888-1109 

セミナー内容：詳細は下記サイトをご参照下さい。 

http://www.amt-law.com/res/AMTseminar/20131021.pdf 

申込み：東京での参加をご希望の方は、下記ボタンよりお申込フォームにお進みください。 

http://www.amt-law.com/seminar/20131021tokyo_form/ 

 

(2) 名古屋開催 

日時：2013 年 10 月 15 日（火）14:00～17:00 

場所：名古屋三井ビルディング新館 13 階会議室（アンダーソン･毛利･友常法律事務所名

古屋オフィスに隣接） 

愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-21 

http://www.amt-law.com/office3_d.html 

TEL:052-533-4770 

セミナー内容：詳細は下記サイトをご参照下さい。 

http://www.amt-law.com/res/AMTseminar/20131023.pdf 

申込み：名古屋での参加をご希望の方は、下記ボタンよりお申込フォームにお進みください。 

http://www.amt-law.com/seminar/amt20131015nagoya_form/ 

 

主催：株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 

アンダーソン･毛利･友常法律事務所 

新日本有限責任監査法人 

 

*恐れ入りますが、金融機関の方、企業内弁護士を除く弁護士の方及び企業内公認会計

士を除く公認会計士の方のご参加はご遠慮下さい。 
 

 

http://www.amt-law.com/office3_a.html
http://www.amt-law.com/res/AMTseminar/20131021.pdf
http://www.amt-law.com/seminar/20131021tokyo_form/
http://www.amt-law.com/office3_d.html
http://www.amt-law.com/res/AMTseminar/20131023.pdf
http://www.amt-law.com/seminar/amt20131015nagoya_form/
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本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。 

お問い合わせ等ございましたら、当事務所の 花水 康（ ）、龍野 滋幹

（ ）又は福家 靖成（ ）までご遠慮なくご連

絡下さいますよう、お願いいたします。 

本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部又は全部

について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。 

 

本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、 

 

までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT INFORMATION 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

〒107-0051 

東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 

赤坂Ｋタワー22 階（総合受付） 

Tel: 03-6888-1000 (代表) 

Email:  

URL: http://www.amt-law.com/

mailto:ko.hanamizu@amt-law.com
mailto:shigeki.tatsuno@amt-law.com
mailto:yasunari.fuke@amt-law.com
mailto:asia-ec-newsletter@amt-law.com
mailto:inquiry@amt-law.com

