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クロスボーダーM&A

マイリストに追加

当事務所は、外国の投資家や事業会社が⽇本国内に投資を⾏う案件や、⽇本の会社が海外進出や海外体制強化のために外国会社を買
収し、事業統合を⾏う案件、合弁会社の設⽴・解消等、様々な形で⾏われるクロスボーダーM&A取引において、多くの実績を有し
ております。このようなクロスボーダーM&Aを実⾏していくにあたっては、当該案件のために適切な現地の弁護⼠と協働していく
ことが重要となりますが、当事務所は、豊富な案件にもとづき、事務所の内外を問わず、これを可能とするネットワークを構築して
きております。また、法規制の異なる複数の地域を対象とするクロスボーダー案件においては、M&Aに関する各種の問題が複雑化
する傾向にありますが、当事務所は、依頼者の戦略的⽬的を⼗分に理解した上でそれを実現させるべく、各国の法制度の違いや⽂化
的な差異も考慮した上で各国の弁護⼠と協働し、依頼者が直⾯する各種の問題への的確なソリューションを提供してきております。

関連する業務分野

M&A/企業組織再編 ジョイント・ベンチャー 敵対的買収/アクティビスト対応 プライベート・エクイティ
スタートアップ・プラクティス (ベンチャー⽀援) コーポレートガバナンス 株主総会 買収ファイナンス
アーリーステージ・リストラクチャリング グローバル・リストラクチャリング(国際倒産等) 知的財産取引
海外での独占禁⽌法/競争法違反対応 企業結合審査 タックス・プランニング 税務問題アドバイス 国際税
務 ビザ/出⼊国関連 国際取引全般 中国 ⾹港 韓国 台湾 シンガポール マレーシア フィリピン インド
ネシア タイ ベトナム/メコン地域 ミャンマー インド その他アジア トルコ/中近東 EU/EU加盟国 欧州
各国(除く、EU加盟国)/ロシア/CIS アメリカ カナダ ブラジル メキシコ その他中南⽶ アフリカ オース
トラリア/ニュージーランド
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株式会社スシローグローバルホールディングス：英国Wasabi Sushi Bento Limitedに向けた投資ならびに
WasabiおよびCapdesia Group Limitedとの業務提携

2019年

株式会社三菱UFJ銀⾏：インドネシア⼤⼿商業銀⾏バンクダナモンへの戦略出資

2019年

株式会社ジャパンディスプレイ：資本業務提携契約、業務提携基本契約および業務提携基本合意の締結、第
三者割当による新株式および新株予約権付社債の発⾏

2019年

⽇本ペイントホールディングス株式会社：DuluxGroup Limited社の株式取得(⼦会社化)

2019年

⽇本ペイントホールディングス株式会社：Betek Boya ve Kimya Sanayi A.S. 社の株式取得(⼦会社化)

2019年

クラリオン：仏フォレシアによる公開買付けを通じたクラリオンの完全⼦会社化

2019年

株式会社INCJ：ダイナミックマップ基盤株式会社への追加出資

2019年

京セラ株式会社：Van Aerden Group BVの全株式取得

2019年

武⽥薬品⼯業株式会社：Shire plcの買収

2018年

⽇本郵政株式会社：アフラック・インコーポレーテッドおよびアフラック⽣命保険株式会社との資本関係に
基づく戦略提携
案件実績情報⼀覧

関連する論⽂/セミナー等

欧州企業買収戦略とPMI

Europe Investment Awards Gala

セミナー
東京：2019年5⽉24⽇(⾦)

第1回 Japan - Central Eastern

時間: 14:00〜

セミナー

株式交付制度の創設
論⽂
2019年04⽉

16:30

最新台湾法セミナー
セミナー
東京：2019年4⽉18⽇(⽊)

時間: 14:00〜

17:30

株式対価、そして混合対価による

トランプ税制改⾰とわが国企業へ

クロスボーダーM&Aの活性化に向

の影響

けて

講演・座談会録

論⽂

2019年03⽉

2019年03⽉

【現地報告】ベトナムへの進出及

The International

Getting the Deal

び進出後の実務

Comparative Legal

Through - Private

Guide to Mergers &

Equity 2019 :

Acquisitions 2019:

Thailand

セミナー

Japan

論⽂

論⽂

2019年03⽉

2019年03⽉

論⽂/書籍⼀覧
セミナー⼀覧

関連するニューズレター
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ヨーロッパニューズレター2019年
4⽉号
ヨーロッパニューズレター

北⽶ニューズレター2019年3⽉号

M&Aニューズレター
2019年01⽉31⽇

ヨーロッパニューズレター2019年
2⽉号

北⽶ニューズレター

ヨーロッパニューズレター

2019年03⽉08⽇

2019年04⽉18⽇

M&Aニューズレター2019年1⽉号

24 May 2019

2019年02⽉20⽇

アジアニューズレター 〜新年特別

北⽶ニューズレター2019年1⽉臨

版〜(2019年1⽉号)

時号

アジアニューズレター

北⽶ニューズレター

2019年01⽉25⽇

2019年01⽉25⽇

ヨーロッパニューズレター2018年

アジアニューズレター2018年11

M&Aニューズレター2018年11⽉

12⽉号

⽉号

号

ヨーロッパニューズレター
2018年12⽉20⽇

アジアニューズレター
2018年11⽉20⽇

M&Aニューズレター
2018年11⽉13⽇

N&Aニューズレタートップ

関連するニュース

2018年12⽉6⽇付経済⽇報(台湾)
メディア

2018年11⽉30⽇付経済⽇報(台湾)
メディア

失敗するM&A 成功するM&A
メディア

2018年12⽉06⽇

2018年11⽉30⽇

2018年11⽉

2018年7⽉28⽇付⽇本経済新聞朝

太⽥洋弁護⼠が委員を務めている

2017年12⽉5⽇付⽇本経済新聞朝

刊3⾯

経済産業省「我が国企業による海

刊5⾯

メディア
2018年07⽉28⽇

外M&A研究会」より報告書が公表
お知らせ

メディア
2017年12⽉05⽇

2018年03⽉27⽇

ジュリストNo.1494(2016年6⽉
号) 特集『中国拠点の再構築 -- 現
地法⼈の再編・撤退の実務を中⼼
に』
お知らせ
2016年06⽉08⽇

ニューストップ
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弁護⼠等
ニュース

パートナー/ニューヨーク事務所パートナー/法⼈社員 オブカウンセル カウンセル/法⼈カウンセル

アクセス

アソシエイト/法⼈アソシエイト 海外事務所代表 フォーリンアトーニー/法⼈フォーリンアトーニー 税理⼠ 弁理⼠

お問い合わせ

アドバイザー

採⽤情報
N&A Alumni

業務分野

論⽂/セミナー等
サイトマップ

セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

利⽤規定
免責事項

事務所概要
個⼈情報保護⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所
情報セキュリティ基本⽅針
利益相反案件の取扱について
当事務所の「個⼈番号⼜は法
⼈番号」について

国内/海外拠点
東京 名古屋 ⼤阪 福岡 バンコク 北京 上海 ドバイ駐在員事務所 ハノイ ホーチミン ジャカルタ*1 ニューヨーク
シンガポール ヤンゴン Okada Law Firm(⾹港)*2
*1

提携事務所

*2

関連事務所

*外国法共同事業を営むものではありません。
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