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第１ 法律事務所の廃業と弁護士の引退 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 座長 若松敏幸 

 

 １ はじめに 

村上義昭「中小企業の事業承継の実態と課題」日本政策金融公庫「日本政策金融公

庫論集」第 34 号（2017 年 2 月）によると，回答数 4,163 人（うち，従業者 299 人以

下の中小企業経営者 4,110 人）への調査で，廃業予定企業は 50.0％と半数に上る（下

記円グラフ）。 

廃業予定企業の割合は年齢が高まるにつれて増加傾向にあり，60 歳代では 57.2％，

70 歳以上では 56.0％を占める。 

廃業予定企業の特徴は，「個人企業」の割合が 68.4％と高い。従業者規模について

は，廃業予定企業では「1 ～4 人」の割合が 83.3％である。 

業種構成をみると，廃業予定企業は「専門・技術サービス業」の割合が 16.5％と，

他の類型と比べて高い。いわゆる「士業」など，個人の資格や属人的な専門能力に依

拠する業種であることから，後継者に引き継ぐのが容易ではない。このため，自分の

代で事業をやめるという意向が強くなるものと思われるという興味深い指摘をしてい

る。 

廃業予定企業の廃業理由は上記棒グラフのとおり，「当初から自分の代でやめよう

と思っていた」が 38.2％に上り，「事業に将来性がない」が 27.9％と続く。一方，「子

供に継ぐ意思がない」は 12.8％，「子供がいない」は 9.2％，「適当な後継者が見つか

らない」は 6.6％である。これら三つは，後継者難を理由として廃業を予定している

企業だと言えるが，その割合は合わせて 28.6％である。必ずしも廃業予定企業の中で

多数派を占めるわけではない。 

 

２ 経営者の事業承継の意向 

他方で，中小企業庁「2013 年版中小企業白書」（2013）によると，下のグラフのよう
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に小規模事業者（サービス業，卸売業及び小売業は常時雇用する従業員が 5 人以下の

事業者」をいう。）でも，事業を継続させたい（決めていないも含む）とするのは，86.1％

に上る。中規模企業では，98％に上る。要するに，企業を存続させたいと考えている

経営者が圧倒的であることが分かる。 

法律事務所も本来社会的な活動をしている存在として，事業の承継を考えるべきで

あろうし，そうすることが必然であるとも言える。 

つまり，弁護士として，日々，弁護士としての社会的使命を達するための技術，能

力，手腕，ノウハウ，知的財産，人脈，事務所のチームとしてのブランド，事件解決

力，顧客への良質の法サービスの提供とその向上，売上アップなどその他のノウハウ，

ボスのマネジメント，経営能力の向上など法律事務所のトータルとしての水準（従業

員の幸せへの貢献，福利厚生，給与アップ，顧客への貢献レベルの充実など）を向上

し続けることを，多くの弁護士が目指している。 

そうして，日々向上し続ける事務所が，途中で体力，健康，年齢，後継者不足など

の事情で廃業に至るのは，社会的な損失でもある。 

しかし，全ての事務所が，健全経営で売上が向上し，日々法的サービスの向上をし

続けられるものでもない。したがって，自分の事務所を存続させたいと希望していて

もできない場合がある。 

 

３ 承継の希望ある弁護士の場合，準備すべきこと 

これは，まずは，持続可能な事務所作りである。そのためには，最初から後継者作

りのために，弁護士法人を設立するか，勤務弁護士を入れて複数弁護士事務所にする

しかないと思われる。 

また，持続可能な経営体としての法律事務所作り，安定した収入の確保が不可欠で

ある。そのためには，顧問契約の数と売上の多さと安定性（事務所の集客力）は，承

継の大前提と言っても過言ではない。売上高，収益性の波が高い経営リスクがある事

務所を承継しようとする者は少ないと思われる。 
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４ 廃業準備 

自分の代で廃業を考えている弁護士，後継者がいない，確保できない弁護士の廃業

準備は，①顧客（事件処理）対応，②従業員の処遇，③借金，④事務所そのものの処

置，⑤廃業後の自分の生活の資金の手当てになろう。 

(1) 準備の時期 

下記データ（中小企業庁「2014 年版中小企業白書」（2014））は，廃業の決断理由

の内容と割合である。高齢化，健康の問題で廃業を決断する割合が高い。年齢は計

算できるが，健康はいつどうなるか分からない。したがって，日々，元気でバリバ

リ仕事ができる段階から，準備は怠らないようにしないといけないであろう。 

(2) 準備の内容 

事務所を承継しなくても，手持ちの事件を引き継いでくれる弁護士を確保してお

くことは不可欠である。自分の事務所の勤務弁護士がベストであるが，勤務弁護士

がいなければ，外部の弁護士に事前に依頼しておく必要がある。 

体調が悪化してから依頼しても難しい。元気なうちから，共同受任して継続して

業務をすることが望ましい。 

 

 

(3) 顧問契約先 

これは，事件と同様に考えればよいと思う。  

(4) 従業員の処遇 

従業員の処遇は，希望のある同業の法律事務所への就職のあっせんや，転職等に

協力していくのがベストである。 

(5) 事務所 

これは，賃貸であれば返却，所有であれば売却か賃貸すればよいことである。 
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５ 廃業後の不安と対策 

廃業する上での課題のデータがある。個人事業者で言えば，上図のデータ（中小企

業庁「2017 年版中小企業白書」（2017））によると，①生活費の確保，②自分の生きが

い，③負債の整理などがトップスリーである。 

法律事務所の廃業をする弁護士の不安と課題も同じであろう。生活費の心配は深刻

である。国民年金だと 1 か月 6 万円程度であるから，それだけでは生活は不可能であ

る。国民年金加入者は，弁護士年金基金への加入は不可欠である。 

不動産収入や引退後の資金として相当額の預金を元気なうちから順次確保していく

ことが必要であるが，そんなに簡単なことではない。 

したがって，法律事務所は廃業しても，他の法律事務所などに勤務することで給与

収入を得ることも考えてみる必要がある。例えば，70 歳で廃業しても，5 年ないし 6

年は勤務弁護士として働く場所はそれなりにあると思われる。 

 

６ どのように事務所経営をソフトランディングするのか 

個人で法律事務所を経営している場合，ある程度高齢（例えば 70 歳くらい）になる

と，数年から 5 年先の廃業を踏まえて，受任する仕事の種類（例えば処理に 1 年ない

し 2 年くらいかかる長期案件）は受任を避け，受任件数も少しずつ減らし，廃業時に

は数件くらいにしておくというやり方を想定している弁護士も多いかもしれない。 

しかし，これでは文字どおりじり貧で職員も雇えなくなる危険がある。ここは非常

に難しく，むやみに増やす努力もできかねるし，減らすのも危険である。経営がきり

もみ状態で墜落（破たん）する恐れもある。 

この解決策の一つは，やはり気の合う若手，中堅の他事務所の弁護士との共同受任

であろう。若手，中堅の共同受任弁護士にとっても勉強にもなるし人脈拡大にもなる。

依頼者にとっても安心である。 

 

７ 突然死，病気による緊急事態への準備 

例えば，弁護士 1 名，職員 2 名の個人法律事務所で，毎月の経費が 300 万円，受任

事件が 30 件係属しているケースで，弁護士が突然死亡あるいは病気で入院し働けな
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い状態になったと想定して対応策を考えてみよう。 

廃業を弁護士自身が対応できないとすると，こういう状態を想定して，何をどう準

備するのか。 

個人事務所の業務上の預金口座は，弁護士が死亡すれば，相続財産として，払出し

は保留され，職員はおろか相続人でも全員の協力がないと原則払出しはできなくなる。 

そうすると，たちまち，毎月の経費，職員の給与，家賃，リース料金，ライフライ

ンの支払にも困る。 

手持ち事件を他の弁護士に新たに委任し直すにしても，職員の協力は不可欠である

し，全く無償（着手金なし）で，新たな弁護士に受任してもらうわけにもいかない。 

これらのことを想定して，少なくとも，毎月の経費の 3 か月分程度は，相続財産か

ら外して，職員が廃業のために使用できるようにしておく必要がある。 

私は，7 年くらい前から事務局法人を設立し，職員はその法人で雇用し，代表者も

職員を当てて運営している。 

そういう法人があれば，緊急事態での対応のため，事務局法人に当座の廃業対応資

金（廃業までの数か月の事務局の活動費としての給与，退職金，事務局法人の解散・

清算手続費用，顧客の事件を他の弁護士に依頼する際に，着手金の少なくとも 50％程

度を返金する準備金として確保しておくこと，賃貸事務所の返却，清算，未払債務の

清算などの費用）として，規模にもよるが，500 万円～2,000 万円程度を預託し，公正

証書遺言でこの預託金を事務局法人に遺贈すること，遺言執行者として法人代表者と

弁護士の 2 名に委任することをしておくと，相続人と法人との間でトラブルもなく，

また相続人も事務所の顧客や債権者への対応はしないで済むことになる。 

そんなトラブルなく，弁護士自身が廃業始末をできればその資金は，法人から返金

を求めれば足りるし，引退後の小遣いにもなり一石二鳥であると思われる。 

 

第２ 事業承継に向けたステップ１：事業承継に向けた準備の必要性の認識 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 麻生昭一 

 

 弁護士業に定年はない。弁護士業は，本人次第で死ぬまでやり続けることが可能な仕事

である。弁護士業を継続するためには，健康が第一の資本であると言える。 

 筆者は，定期検診の結果はいつもヤバいが，健康に不安はない。元ボスと同じく 80 歳

を過ぎても弁護士業に邁進しようと思っている。しかし，最近，どうも記憶力が怪しくな

った。事務員も同じく記憶力が落ちてきているように感じて苛立たされることが多くなっ

た。怒鳴りたい気持ちに駆られることが多くなった。そういえば，サラリーマンをしてい

た同級生達は皆，一線を退きつつある。会内では周りから，ふざけて（？）長老扱いをさ

れるようになってきた。自分は元気で若者には負けないつもりでいても，周囲は，私を既

にロートルとみなしているようだ。写真に写った自分の頭は，既に大いに白髪混じりであ

る。最近，事件受任数が減って収入が減ってきたのは，弁護士が大量生産されるようにな

ったせいだとばかり考え，あまり気にもしてこなかった。というか，気にしても仕方がな

いので考えないようにしていた。だが，もしかしたら，それは私が老けてきたせいか…。

多分，このまま何も対策を採らずにいると，じり貧状態に陥るのではとも考えるようにな
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って不安を感じるようになってきた。 

そろそろ，時期を見て廃業するか？ 

事務所を誰かに承継してもらおうか？ 

 廃業すると，年金とこれまで貯めてきた預貯金の取崩しで生活することになる。なんと

か死ぬまで人並みに生活はできそうな気がする。贅沢さえしなければだが…。そして何よ

りも，鬱陶しい仕事から解放される。しかし，多分すぐに隠居暮らしに時間を持て余すよ

うになるだろう。趣味三昧の生活は数か月しか保たないと人生の先輩達から聞いている。

それに，仕事をしないでいると今以上に惚けが速く進行することになるだろう。それは嫌

だ。更に大きな問題は，事務員は直ちに生活に窮することになるだろう。受任事件の処理

もあるし。 

 それでは，自分の事務所を誰かに承継してもらおうか。そして，当面，その人と一緒に

そこそこの数の事件をこなしていけば，自分の生活費も助かるし，惚け防止にもなるし，

まず何より事務員達の生活が守られるし，受任事件の処理も終了させることができる。こ

れしかない！…しかし，問題は，そんな都合のよい人物がすぐには見つけられないこと

だ。というか，そんな人物がいるだろうか。どうやって探す？ 

 こんなことばかり考えていると，気分が塞いでくる。やはり，終生一現役弁護士の初志

を貫くことにしよう。現役のまま死んだら，後のことは会内の弁護士達が寄ってたかって

綺麗に片付けてくれるだろうから。今までが，全てそうだったのだから。 

 と，自分に発破をかけても，現実に老化が進んできていることはごまかせない。記憶力

の低下，肩や肘が痛い，もう無理はきかない，やる気も昔の半分だ。空元気を出していて

も，遠からずへたることは目に見えている。気力，体力，知力，金力に余力のある今のう

ちに，やはり手を打とう。手遅れになってしまう前に。 

 

第３ 事業承継に向けたステップ２：経営状況・経営課題等の把握（見える化） 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 森本精一 

 

 「事業を後継者に円滑に承継するためのプロセスは，経営状況や経営課題，経営資源等

を見える化し，現状を正確に把握することから始まる。 

 把握した自社の経営状況・経営課題等をもとに，現在の事業がどれくらい持続し成長す

るのか，商品力・開発力の有無はどうなのか，利益を確保する仕組みになっているか等を

再度見直して自社の強みと弱みを把握し，強みをいかに伸ばすか，弱みをいかに改善する

かの方向性を見出すことが必要である。」（中小企業庁「事業承継ガイドライン」21 ページ

（2016）） 

 「事業承継においては，これまで会社を強力に牽引してきた先代経営者が一線を退き，

能力も未知数で経験も少ない後継者に交代することから，承継後しばらくは会社の業績や

信用状態が悪化することが多い。そのため，事業承継に向けて，経営状況や経営課題を把

握し，これを踏まえて事業承継に向けた経営改善に取り組み，中小企業の足腰を固めてお

く必要がある。」（日弁連中小企業法律支援センター編「事業承継法務のすべて」金融財政

事情研究会（2018）10 ページ） 

 これらは一般の事業承継について述べられたことであるが，法律事務所の承継において
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も，先代弁護士から後継者に交代するに当たり，事務所経営の業績や信用状態悪化の懸念

があり，その前に経営状態の現状を把握した上で，体力アップをしておくとともに，後継

者にとって承継したくなるような魅力ある事務所作りが必要であることを物語っている。 

 

１ 法律事務所の経営状況の見える化 

(1) 法律事務所を取り巻く外部環境の把握 

日弁連及び各弁護士会がデータを取っているが，外部環境として考えておく必要

があるものは，①弁護士人口の推移（全国，当該事務所所在地），②裁判件数の推移，

③当該事務所所在地の人口推移と高齢化の推移等であろう。これらの基礎的な数字

は日弁連が毎年発行している弁護士白書で把握することが容易にできる。 

例えば，①について，1989 年（平成元年）では，全弁護士数 13,288 人であった

のに対し，2018 年（平成 31 年）では，全弁護士数 40,066 人である。30 年で 3 倍強

の弁護士数の増加があったことになる。 

2014 年から 2018 年の 5 年間では，毎年 1,000 人強の弁護士増加がある（日本弁

護士連合会「弁護士白書 2018 年版」44 ページ資料 1-1-2 弁護士数（1950 年～

2018 年），同 45 ページ資料 1-1-3 弁護士数の推移（1950 年～2018 年）参照）。 

 

 

男女別年齢構成は，男性 32,604 人の会員のうち 30～39 歳が 10,064 人，40～49
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歳が 7,661 人，女性 7,462 人のうち 30～39 歳が 3,108 人，40～49 歳が 2,290 人と

なっており，司法制度改革に伴う法曹人口の増加により，若い世代が多いことが特

徴として挙げられる（日本弁護士連合会「弁護士白書 2018 年版」45 ページ 資料

1-1-4 男女別年齢構成参照。）。 

 

各弁護士事務所所在地の弁護士数の推移については，DVD 資料 1-1 日本弁護士連

合会「弁護士白書 2018 年版 49 ページ 資料 1-1-9 弁護士会別弁護士数と直近

10 年の増加率」等を参考にされたい。 

②の民事第一審通常訴訟件数は，ここ 5 年間はほぼ横ばいで，2013 年～2017 年の

5 年間の年間新受件数は 140,000 件程度となっている（「弁護士白書 2018 年版」

111 ページ 資料 2-2-1-1 民事第一審通常訴訟事件数（地方裁判所）と弁護士数，

資料 2-2-1-2 民事第一審通常訴訟事件数（地方裁判所）と弁護士数の推移参照）。 

弁護士数の増加に伴い裁判件数が増加しているわけではない。

 

③との関連で，弁護士１人当たりの人口は，東京が最小で 727 人，最大は秋田で
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12,769 人となっている。東京の弁護士数が 18,879 人で，弁護士全体の 47.12％が東

京に集中するのは，東京一局集中経済を反映するものであるが，一人当たりの人口

が大きくとも，その後の人口減少や高齢化の問題があり，当該地域の人口の推移と

高齢化も把握する必要があろう（DVD 資料 1-2 「弁護士白書 2018 年版」53 ペー

ジ 資料 1-1-15 都道府県別弁護士 1 人あたりの人口-1 人当たりの人口の多い順

－,各都道府県庁のホームページに掲載されている各地域の人口の推移等を参照の

こと）。 

(2) 現状把握の対象 

事務所の業務内容，重点取扱分野の把握，事務所の財産，財務状況の把握にとど

まらず，「現状把握の目的は，これらの外部環境の変化を見据え，承継後の経営で活

用していく強みや克服しておきたい弱みを整理することにある。」（前掲「事業承継

法務のすべて」11 ページ）。 

事務所内での案件を整理し，訴訟件数と訴訟外の交渉件数の推移のデータを取り，

訴訟が多い事務所か，訴訟外業務が多い事務所なのか，業務の中でもどのようなジ

ャンルの業務が多いのかを把握しておくことは，今後の事務所展開のためにも必要

なことである。 

(3) 現状把握の視点 

多角的な視点から事務所の経営状況を捉える必要がある。 

第一の視点が事務所の過去から現在に至るまでの時間軸の中で現状を捉える視点

である。 

企業経営については，創業期から成長期，安定期，衰退期とライフ・サイクルに

見立てられることが多いが，法律事務所でも同様の視点が有用であろう。 

「これまでの経緯や財務状況を時系列で整理することにより，企業の成長に伴っ

て形成されてきた経営理念や企業風土，技術やノウハウなどの目に見えない経営資

源の価値や，積み残された経営課題が顕在化する。」（前掲「事業承継法務のすべて」

12 ページ） 

法律事務所において，経営理念を掲げる事務所はまだまだ少数であろうが，企業

理念に従った行動基準を設け，それに照らした活動を実践できているかどうかの検

証を行うだけでも現状把握の価値がある。 

第二の視点が，外部の環境との関係で事務所の現状を捉えるという視点である。 

例えば，筆者の事務所は，1994 年（平成 6 年）に高裁所在地以外の場所で個人事

務所として開業したが，2002 年（平成 14 年）～2004 年（平成 16 年）にかけて，全

国で年間 200,000 件以上の自己破産件数があった頃は，当職事務所においても自己

破産の受任件数が多かった（破産件数の推移につき DVD 資料 1-3（最高裁判所「司

法統計 年報」からの抜粋資料）参照）。過払金訴訟の件数は 2008 年（平成 20 年）

から 2011 年（平成 23 年）にかけて，年間 100,000 件の訴訟件数（地方裁判所の通

常一審件数）があった（日本弁護士連合会「弁護士白書 2018 年版」113 ページ資

料 2-2-1-4 民事第一審通常訴訟新受件数の推移－内訳別（過払金等以外・過払金

等）－（地方裁判所），参照。）が，この頃は当職事務所においても過払金返還請求

事件の受任件数が多かった。 
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現在は，金利規制を利息制限法の範囲に限るという貸金業法等の改正の影響もあ

って，自己破産は全国で年間 70,000 件程度で落ち着いており，当職事務所での取扱

件数もピーク時から比べると減少している。貸金業法のみなし利息の適用がほぼ不

可能であることを明らかにした最高裁判例の結果，過払金返還請求事件も特定の法

律事務所が全国的に大々的に広報宣伝を行ったり，新聞折込チラシ配布による相談

会形式により，当該地方に住所を有する事務所での受任件数はほぼ皆無という状況

に至っている。 

ポスト過払金をどうするのかは，多かれ少なかれ地方にある事務所の経営課題で

あったと思われるが，事務所経営が外部環境の影響を受けるもっとも分かりやすい
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例であろう。 

第三の視点が，事務所内部の状況を，経営の機能毎，あるいは経営資源毎に細分

化して検討する視点である。 

営業面（顧問先，依頼者との関連性，マーケティングなど） 

経営管理面（電話から受任までのノウハウ，事件管理，入金管理など） 

財務面（売上，利益，資金繰りなど） 

組織面（人材育成，労務管理など） 

ヒト（従業員，顧問先，依頼者など） 

モノ（提供する法的サービス，コピー機ＦＡＸなど什器備品，文献，事務所など） 

カネ（現金，預貯金など） 

情報（顧客データ，法的処理のノウハウなど） 

 

２ 事業の見える化 

「経営資源には，貸借対照表に計上される資産のみならず，知的資産等の目に見え

ない資産も含まれることに留意が必要である。「経営状況の見える化」の目的は，経営

者自らの理解促進に留まらず，関係者に対して自社の状態を開示することでもあるた

め，見える化に係る評価基準が標準化されていなければならない。このため，正確で

適正な決算書の作成や業界内における地位の確認，知的資産等の適切な評価などにも

取り組む必要がある。」（前掲「事業承継ガイドライン」22 ページ） 

業界内における地位の確認に関して，弁護士会における活動経験（委員会活動，役

員経験）は事業承継すべき資産としてどのように役立つか，プロボノ活動は，どのよ

うな地位を占めるかは一つの問題である。 

これらは，本来その弁護士に帰属する個人的属性であるが，社会奉仕活動を行う弁

護士事務所であり，そのような活動を事務所をあげて応援しているとのアピールが可

能となり，そのような目に見えない資産も評価しておくべきであろう。 

知的資産としては，共同事務所ならではの利点が存在する。事件処理についての共

有化である。うまくいった事例を所属弁護士間で共有化し，普遍化すれば，当該弁護

士の個性だけで処理するのではなく，所属弁護士が同様の事件処理をすることが可能

になるので，共同事務所に所属するメリットが産まれる。このような目に見えない「事

件処理のノウハウ」という項目も大事なように思われる。また，弁護士ごとに同じよ

うな案件でも受任に至るケースと受任に至らないケースがある。一般に経験のある弁

護士は受任率が高く，経験の乏しい弁護士は受任率が低い傾向にあるが，この受任率

が高くなるような相談の仕方，顧客に対する信頼感を与える説明といった要素も目に

見えない資産である。 

なお，近時の弁護士に対する市民相談窓口などのクレーム例をみると，通常の弁護

士に期待される以上の説明を求めている事案が多く，法的にそこまでの説明責任が存

在するかどうかは別として，適切な顧客に対するリスク説明というノウハウも承継の

対象として重要である。 

 

３ 事業承継課題の見える化 
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「事業承継を円滑に行うためには，会社の経営状況のみならず，事業承継を行うに

あたっての課題を見える化し，早期の対応につなげる必要がある。」 

「・後継者候補の有無を確認する。候補がいる場合は，承継に係る意思確認の時期

や，候補者の能力，適性，年齢，意欲等を踏まえ，後継者に相応しいかどうかを検討

する。後継者候補がいない場合は，社内外における候補者の可能性について検討する。 

・後継者候補に対して，親族内株主や取引先等から異論が生じる可能性がある場合

は，その対応策を事前に検討する。  

・親族内承継の場合は，将来の相続発生も見据えて，相続財産を特定し，相続税額

の試算，納税方法等を検討する。」（前掲「事業承継ガイドライン」22～23 ページ）。 

法律事務所の承継においても，誰を後継者にするかは重要な問題である。 

親族承継の場合には，弁護士資格が必要であることが一番の問題であるほか，弁護

士資格があっても，事業の永続性の観点から事務所を承継させるのが適切かという視

点がある。 

従業員承継は親族以外のイソ弁に承継させる方法であるが，事務所の風土を把握し

ていると考えられるものの，営業面や顧客との関係で承継が適切か，承継するときの

具体的なプロセスをどうしていくか，経営者としての育成をどうやっていくかという

困難な課題がある。 

Ｍ＆Ａは，事務所の価値を経済的に算定することが必要となるが，実際上は，金額

算定の指標として有用な実例が少なく，算定に困難を伴う。目に見えない資産をどの

ように評価するかという問題もある。 

 

第４ 事業承継に向けたステップ３：（磨き上げ）継ぎたくなる事務所作り 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 井上晴夫 

 

「事業承継に向けて，あらかじめ法律事務所の体力・体質を強化しておく必要があり，

また，後継者が跡を継ぎたくなるような経営状態に引き上げるためにも，よりよい状態で

後継者に引き継ぐための経営改善や魅力ある事務所作りが必要である。この取り組みを事

業承継における事業の「磨き上げ」と呼ぶ。」（前掲「事業承継法務のすべて」20 ページ）。 

法律事務所の事業承継に当たり特有の話として，弁護士でなければ弁護士業務をできな

いし，弁護士法人の役員になれないということがある。このことは，親族内承継を考える

に当たってまず問題となる点であるので，その点について述べた後，法律事務所の規模別

に，「後継者が跡を継ぎたくなる事務所作り」という視点から分析していきたい。 

 

１ 親族内承継 

(1) 法律事務所を経営する弁護士にとって，自らが手塩にかけて育ててきた事務所は，

子ども同然であり，「子息を弁護士にして，事務所を継がせたい。」と思うことはご

く自然の流れであり，そのような思いは，中小企業の社長であれ，医者であれ，弁

護士であれ変わるところはない。ただ，御承知のとおり，弁護士になるためには「現

代の科挙」とも言われた司法試験に合格しなければならず，そもそも，子息が司法

試験に挑戦する以前に，「弁護士になりたい」と思う必要がある。 
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自らの事務所の磨き上げとともに，業界としての弁護士業界が子息にとって魅力

的なものでないといけない。今の日弁連の状況や弁護士業界が若者にとって魅力的

なものなのかは疑問であり，少なくともここ数年の司法試験の受験者数の激減は，

そのことを示唆しているとも言える。魅力ある弁護士業界にするために，取り組む

べき課題は山積しているが，これは弁護士業界の将来を考えると喫緊の課題であり，

しかもこれは比較的若手の弁護士が積極的に取り組むべき課題であろう。 

他方，親族が法律事務所を継ぐことを「ファミリービジネス」と考えた場合，経

営者の子息が事務所を継ぐということはどういう意味があるのだろうか。ファミリ

ービジネスの承継という観点から考えていきたい。 

(2) ファミリービジネスはサバイバルリスクが低い起業である 

ファミリービジネスは，IT 業界など都会の華やかな事業，法律事務所でいえば大

手渉外事務所と比べて地味かもしれない。 

しかし，立ち上がっては消える都会等の新規ビジネスと違って，親が立ち上げた

法律事務所は何十年と続いてきた事業である。そのこと自体が尊いことだと言える。 

新規創業は派手さがあって面白いかもしれないが，経営者の能力や人格だけでな

く，資金面，時には運も絡んできて 10 年間継続するだけでも大変である（大手法律

事務所に 10 年間在籍するだけでも大変である。）。それに対して，ファミリービジネ

スは既に先代達が築き上げた事業基盤があり，簡単に潰れることはない。 

(3) 自分にしかできないこと 

しかも，「血は水よりも濃い」と言うが，創業者や会社を継いできた経営者にとっ

て自分の子供が事業を継いでくれることがどれだけ嬉しいことか，そこには言葉に

できない思いがある。筆者自身も，創業して 10 年以上になるが，自分が一から作り

上げた法律事務所を 30 年後に誰に継いでほしいかと言えば自ずと答えは出ている。 

後継者の立場からみても，家業を継ぐということは，父親を始め家族の思いや周

囲の納得という点からしても，ファミリービジネスを展開する家庭に生まれ育った

自分にしかできないことなのである。つまり，後継者にとって，家業を継ぐことは

その家に生まれ育ったその人にしかできないことなのである。そういう意味では「自

分にしかやれない仕事」をやることは人生にとっても生き甲斐があることと言える

（中沢康彦「星野佳路と考えるファミリービジネスマネジメント〔1〕継ぐべきか、

継がざるべきか」日経 BP 社（2014 年）参照）。 

前述のとおり，創業者にとって，自分の立ち上げた法律事務所を子息に継いでも

らいたいという気持ちは，中小企業であろうと，医者であろうと，弁護士であろう

と変わらない。ただし，「弁護士の息子」というだけで司法試験に合格できるわけで

ないので，残念ながら，特に旧司法試験時代は志半ばで方向転換せざるを得なかっ

た者も多くいたが，司法試験改革の波に乗り，弁護士資格を得た者も多いようであ

る。時代背景など様々な事業が影響して人生が成り立っていることを示す事実であ

る。 

この辺りは子育て論にもつながってくる興味深い話ではあるが，本論とズレてし

まうので，ここまでにしたい。 
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２ 法律事務所の規模の二極化（規模による分類） 

「弁護士白書 2018 年版」によると，法律事務所は弁護士 1 人事務所 60.04％，2 人

事務所 17.75％の合計で約 80％が 2 人以下の事務所である。他方で弁護士 5 人，10 人

以上の中規模事務所，さらには数百人の大規模事務所まで現れてきて，規模の二極化

が起こっている。 

今回論じるのは主として弁護士 20 人程度以下の規模の事務所を想定する。 

(1) 小規模事務所 

小規模になればなるほど所長の個性が大きくなり，承継がしにくくなる。「所長が

引退すれば顧問契約も解除する。」ということはありがちな話である。このような事

務所は親族内承継の方が顧問契約を承継しやすい。 

また，所長とは少し歳の離れた番頭格の弁護士がおり，その者への一定の信頼が

ある場合は弁護士数人の事務所でも所長からの承継がしやすい。司法制度改革とも

相俟って 50 期代後半の弁護士が司法修習での赴任など様々なきっかけにより，地

方の弁護士会に登録するようになってきた。そのような新人の受け入れ先は，その

地域で比較的名を馳せ，一人でバリバリやっていた弁護士の事務所が多いように見

受けられる。 

そのような事務所は，顧問先などその地方では確固たるバックボーンがあり，そ

の地盤を引き継げることが勤務弁護士にとって魅力的であり，所長との関係がうま

くいくなどして独立するモチベーションが涌かず，勤務弁護士が 10 年単位で事務

所にいついていることが多い。 

このような事務所は，10 年以上勤務している弁護士に対してもクライアントから

の信頼ができており，所長から自然と，事実上承継されることになるようである。

その後の事務所の繁栄は，後継者たる勤務弁護士の経営手腕によることになる。 

ただ，問題は，10 年以上勤務する弁護士が独立しなかった理由として，「自分は，

事務所を経営するよりも，弁護士としての案件を処理したり，弁護士として論文を

書いたりする方に興味があり，その環境を与えてくれたから独立しなかった。」とい

うような場合であろう。 

後継者たる弁護士は経営者としての心構えができていなかったり，経営者として

の勉強をしてこなかった場合，事務所としての組織体制をうまく形成できるのか疑

問が残る。所長としては，十数年かけて，勤務弁護士に後継者としての自覚を少し

ずつ植え付けていくことが大切になるであろう。 

もちろん，親族が司法試験に合格し弁護士に登録することになった場合，今度は

後継者弁護士と親族弁護士との関係も問題になる。イメージとしては，所長が創業

者であれば，勤務弁護士は 2 代目，親族弁護士は 3 代目所長という形でうまく承継

していければ理想的であろう。 

(2) 中規模以上の事務所 

① 一方，ある一定の規模までくれば事務所そのものに信頼が生まれ，クライアン

トは所長への信頼とともに事務所そのものへの信頼をするようになるので，後継

者は承継がしやすくなる。 

この規模になってくると，個人事業というよりも，小規模零細企業としての体
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をなしてくる。 

企業における経営資源は人物金と言われるが，法律事務所における経営資源と

しては，人・顧客・金と言えるだろう（もちろん，ＡＩ技術の発達により，無形

のモノが大事になることはあろう。）。法律事務所の承継においても，基本的には

人・顧客・金をいかにして承継するかが大事になってくる。 

② 人 

旧司法試験次第に弁護士になった弁護士達は，弁護士 1 人の事務所で，それこ

そ 1 人のサムライとして野武士のように，あるいは組織にとらわれずに，自由闊

達に弁護士として生きてきた者が多いと思われる。語弊を恐れずに言えば，「自分

は組織で生きていけないから弁護士になった。」という弁護士が多かった。 

しかし，弁護士大増員時代を迎え，弁護士複数の事務所が増え，それも弁護士

2 から 3 人以上の規模の事務所が増え，1 人で自由にとはいかず，弁護士も組織で

の協調性が求められる時代になったと言えよう。語弊を恐れずに言えば，弁護士

の労働者化，サラリーマン化が進みつつあるように思われ，法律事務所の組織化

（企業化）の流れが止まらない限り，この傾向は続くであろう。 

このような前提で，法律事務所の経営資源としての人を論ずると，経営者サイ

ドからすると，弁護士（パートナー弁護士，勤務弁護士双方を含む）であれ，事

務職員であれ，一度入所した者が人間的にも業務面においても成長して戦力にな

ってくれて，そして事務所に定着してくれることが一番望むところであり，逆に

一番困るのは，事務所を退職されることである。 

経営者としては，弁護士や事務職員の育成に心血を注ぎつつ，定着してもらう

ように心を尽くしているのである。 

逆に所属弁護士の側からすると，人間関係や，その事務所にいればやりたい仕

事をやれることなど居心地の良さを求め，そこが満たされていれば，独立に対す

る大きなモチベーションは働きにくい。また，弁護士のサラリーマン化とも関係

するが，自分で仕事をとってくることに不安のある弁護士は，毎月定額の給料を

事務所から支給してもらえることがありがたいと感じることもあろう。 

このように，採用した弁護士や事務職員が成長し定着してくれること，可能で

あれば毎年定期的に人員を採用できるくらいの体制を整えることができれば，後

継者としては魅力的であるし，承継したくなる事務所となる。もっと言えば，後

継者候補者もそのような事務所作りに加わって経営者の片腕として働く時代も必

要となる。 

③ 顧客 

前述のように，ある一定の規模までくれば事務所そのものに信頼が生まれ，ク

ライアントは所長への信頼とともに，事務所そのものを信頼するようになるので，

後継者は承継がしやすくなる。特に，顧問先の承継もしやすくなるであろう。 

後継者としても承継するだけの価値があるであろうし，後継者は他の勤務弁護

士や事務職員の生活がかかっているだけに責任重大である。 

④ 金 

組織が分裂する最大の原因はお金であろう。逆にそこの利害が一致すれば事務
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所同士が合併することもある。お金のやり取りは公明正大にしておくことが大切

であり，そのような事務所だからこそ，後継者も継ぎやすくなるのである。 

かつては，弁護士 1 人事務所に代表されるように弁護士は個人事業主で事業に

ついてのお金の使い方は自由であった。しかし，事務所が弁護士法人や共同事務

所化（経費共同や収支共同など色々な形態があるであろう）するにつれて，自由

なお金の使い方ができなくなる。 

まずは事業と家計の分離が求められるし，収入の配分をどうするのか，事業に

おける投資の考え方も各人で異なるであろうから，そこに難しさが潜んでいる。

いずれにせよ，法律事務所の会計においても事業と家計の分離は当然求められる

し，収入の配分においては，各人がいかに欲をかきすぎずに，協調性をもって配

分を決定していけるのか，そこを守るだけでお金に関するもめ事のほとんどを解

決できるのではないだろうか。 

 

第５ 事業承継に向けたステップ４：事業承継計画策定 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 兼平誠也 

 

 弁護士が事業承継を実施する場合，事前に事業承継計画を策定するケースがどれくらい

あるだろうか。 

 ただでさえ忙しいのに，依頼者から費用をいただいて計画を策定するのではなく，自分

の事務所の承継の計画を策定するのは面倒だ，ある程度の売上げと顧問を用意するから，

あとは事務員を引き継いでもらえれば等と思っている弁護士も多いと思われる。 

 しかし，本当にそのような対応でよいのかは，少し考えてみる必要がある。 

 いざというときになって，後継者が引き継ぎたいと思う魅力（顧客，売上げ，知名度，

事務員等）が事務所にない。また，勤務弁護士が独立してしまい引き継ぐ相手がいない。

等ということもあるかもしれない。 

 中小企業庁の「事業承継ガイドライン」（前掲）では，「具体的に事業承継（資産の承継・

経営権の承継）を進めていくにあたっては，自社や自社を取り巻く状況を整理した上で，

会社の１０年後を見据え，いつ，どのように，何を，誰に承継するのかについて，具体的

な計画を立案しなければならない。この計画が，事業承継計画である。」（28 ページ）とさ

れ，また事業承継計画は，後継者や親族等共同で策定し，関係者と共有しておくことが望

ましいとされ，さらに，共有することにより後継者や従業員が事業承継に向けて必要なノ

ウハウの習得や組織体制の整備などの準備を行うことができるなど，様々な利点があると

されている。 

 そして，事業承継計画の策定に当たっては，成果物としての計画書を作成することを目

標にすべきではなく，策定プロセスやその活用による経営者自身とその関係者にとっての

メリットを最大化してこそ，意味があるものであるとされている。 

 弁護士事務所の承継に当たっても，これまでのステップで考えてきた事業承継の必要性，

「見えた」経営課題，磨き上げ，継ぎたくなる方法等も念頭に置き，事業承継計画を策定

し，必要に応じ，承継する弁護士，事務職員等と共有することは，事務所承継のみならず，

これからの事務所の発展にとっても有意義なものとなる可能性が大きく，ひいては「承継
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したい事務所となる」ことにつながると言える。 

１ 事業承継計画策定時期 

事業承継計画を策定するのはいつがよいのだろうか。 

「事業承継ガイドライン」（6 ページ）によれば，中小企業経営者の引退年齢は，会

社の規模等にもよるが，平均すると 67 歳から 70 歳とのことである。 

自由業と言われる弁護士は，引退時期も原則自由だが，多くの弁護士が中小企業と

同じように 70 歳を目前にすると，引退時期について少しは考えるようになるのでは

なかろうか。 

しかしながら，上記のとおり，事業承継計画には，承継直前の具体的承継方法や承

継の対象となる要素を記載するだけでなく，経営状況・課題，中長期の事業戦略を記

載することも考えられ，承継したい事務所を作るという意味でも，もっと前から策定

する必要がある。 

「事業承継ガイドライン」では，会社の「10 年後」を見据えて計画書を策定すると

されている。もっとも，今後の弁護士業界の 10 年後を見通すことはそう簡単なことで

はない。 

しかしながら，後継者の育成，後継者側の準備の必要性も踏まえれば，10 年前とま

では言わなくとも，少なくとも 5 年程度前から作成する必要がある。 

また，事業承継を行わず，廃業する場合であっても，廃業に特に大きな利害関係を

有する事務職員，顧問先，依頼者等への配慮から，事前の準備が必要である。 

なお，調査した事務所の中でも，ボスが体調を崩した結果承継を行ったという事務

所が複数あった。健康年齢も考え，早期に対処することも重要である。このようなケ

ースでは，承継者側から早い段階から考えても早すぎることはないとの意見があった。 

また，承継者側から承継には関係作りの面からも 5 年程度必要との声もあった。 

 

２ 考慮要素 

事業承継計画を策定するに当たって考慮する必要がある事項について考えたい。 

「事業承継ガイドライン」では，「後継者に承継すべき経営資源は多岐にわたるが，

「人（経営）」，「資産」，「知的資産」の 3 要素に大別されるとされ，以下のように図

示されている。 

これらの要素は，弁護士の事務所承継においても妥当するものが多いと言える。 

 中小企業庁「事業承継ガイドライン」から抜粋（17 ページ） 
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(1) 人 

① 後継者の選定と承継時期 

弁護士事務所の事業承継において最も重要なことの一つとして，当然，後継者

の選定が挙げられる。 

弁護士の場合，仕事＝弁護士個人に結び付くことが多く，多くの事務所が 10 名

以下の事務所であるので，その代表者の交代は事務所存続にも大きな影響を与え

る。 

この点，親族承継の場合には，親族が弁護士資格さえ有していれば問題はなく，

小規模の事務所において，親子が同じ事務所にいながら親子間で承継がなされな

いということはまれであるから，選定の場面での問題はあまり考えられない。 

問題となるのは，親族以外の弁護士への承継のケースである。 

弁護士としての事件処理能力，事務処理能力，起案作成能力のみならず，事務

所の風土を守ってくれるか否か，人柄，対人能力，営業力等，経営者としての能

力が備わっている人物が事務所内にいるのか，複数いる場合は後継者を誰にする

のか，イソ弁等が一人しかいない場合であっても単純ではなく，状況によっては，

そのような能力を有する人を今後，採用する必要が出てくる。 

そして，後継者と選定した弁護士にどのタイミングで承継を完了させるのかも

重要な点である。 

取材した事務所では，所長の仕事の方針を理解し実行できる人，よく働き面倒

見のいい人等が条件として聞かれたが，結局のところ，普段一緒に居てみること

のできる人間性や能力をそれぞれの観点から判断することになるものと思われる。 

② 後継者の教育 

選定した後継者をどのように教育していくのかという点も考慮が必要である。 

ここでは，主に事務所の経営者としての教育ということであるから，人事，経

理の把握から，対顧問，依頼者，関係士業の先生との関わり方，また最終的な承

継時期を見据えた，関係者との連絡，連携も重要となってくる。 

少なくとも，顧問との相談時には，一緒に相談に同席させるか，後継者が単独

で相談に乗るなどの対応も必要となる。 

③ 人の承継 

人の面では，後継者の選定・教育のみならず，従業員の承継，また選定されな

かった他の弁護士への配慮も重要となってくる。 

承継される側としては，事務員の雇用を守ることも事業承継の大きな動機と言

えるから，事務員全員を新たな体制でも雇用し続けることを望むであろう。 

また，ベテランの事務員等は，破産手続に精通し，弁護士以上の力を発揮する

ということもあり，承継が不可欠ということもある。 

しかしながら，引退する弁護士が発生することとなり，承継後しばらくは業績

悪化することが想定される場合等には，そのままの人員を引き継ぐことが困難な

場合もある。 

また，弁護士の「よい」時代のときからの事務員の現在の待遇をそのまま，後

継者が引き継ぐことが難しい場合，条件の変更をお願いする等，厳しい選択をし
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なければならないこともあるので，事前の告知や経営状況の確かな分析が必要と

なる。 

さらに，後継者とはならなかった弁護士について，同じ事務所で後継者を盛り

立てて，事務所の発展を支えてくれる人なのかどうか等，当該弁護士とも今後に

ついて話をすることが承継される側の弁護士の重要な役割の 1 つとなる。 

(2) 資産 

① 顧問・事件等 

弁護士事務所の承継において，引き継ぐ資産として重要なものとして顧問先が

挙げられる。 

弁護士は，事件の当たり外れに左右されてはならない，顧問契約こそが弁護士

を計る物差しだという考え方の弁護士もいる。 

いずれにせよ，顧問契約は法律事務所の経営の礎となり，顧問契約が多く引き

継がれることとなれば，新たな体制での事務経営の基盤となる。 

もっとも，多くの顧問契約は，属人的要素によるところが強いことから，円滑

な承継には，承継される側からの充分な根回しと，後継者と依頼者との間で前も

って時間をかけた関係構築を行うことが重要である。また，顧問契約の再締結の

必要性もある。 

調査した事務所では，承継の際，法人化し代表者を承継者としたところ，複数

の顧問先から解消がなされたという事務所があった一方，承継前から顧問先との

相談に同席していたというケースでは解消が発生していないとのことであった。 

事件については，費用面の問題もあるが，事件処理に長期間を要するものにつ

いては，最初から後継者やその他弁護士と共同受任するなど対応が必要となって

くる。 

顧問契約や個別の事件については，顧問料や報酬など対価が発生していること

から，承継によって生じる対価関係の処理も重要な課題となり得る。 

② 不動産 

承継する「モノ」として代表的なのは事務所不動産である。 

その場所にあることが依頼者にとって重要な意味を持つ場合がある。以前の依

頼者からすれば，承継前後の事務所の同一性を把握するための重要な目印ともな

る。 

賃貸物件であれば，スムーズな契約の引継ぎが必要となるが，それほど問題は

生じないのではないか。 

その場所にあることの価値を重要視せず，移動することも自由である。 

しかしながら，事務所が承継される側の先代や関連する法人の所有物件である

場合には，承継される側としては，法律事務所の業務に合った造りをしているこ

とも多く，その不動産の事務所としての有効活用を希望することが多い。 

後継者との間で，売買，賃貸となるのか，その対価をどのようにするか等調整

が必要となる。 

また，承継される側としては，所有物件について引き継いでもらえるような事

務所をレイアウトも含め，作っておくことも必要かもしれない。 
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記録や本を管理する場所，個室の相談スペース確保，事務所内を土足可能にす

るのか否か等，配慮すべき点は多数存在する。 

③ 什器，備品関係 

弁護士事務所の承継において，多くの対価を必要とする什器，備品関係はそれ

ほどない。 

しかし，事務所に合った応接セット，棚，給湯関係，また，弁護士人生を一緒

に歩んできた多くの書籍の承継の対価を決める必要も出てくる。 

また，承継に当たって，リース契約，電話の契約等，契約の変更が必要な件も

発生する。 

(3) 無形の資産 

弁護士事務所の承継においても，無形の資産の承継が重要となる。 

上記と重複するが，営業的側面から言えば，名称，顧問先，依頼者との関連性，

マーケティング方法，ホームページ等が重要な承継資産となる。 

また，経営管理面から言えば，電話から受任までのノウハウ，依頼者との対応方

法，事件管理，入金管理など，あらゆるノウハウが承継の対象となる。 

もっとも，これらは後継者が承継される弁護士と一緒に仕事（経営）をする中で

養われるものといえる。 

調査した事務所の中でも，承継においては様々な問題はあり，一時的な負担が増

すことになっても，事務所を一から作り直すより，長い時間の中で信頼等が醸成さ

れたその名前，その場にある事務所を承継することは長い目でみればメリットが大

きいと強調されていた。 

(4) 資金 

企業の承継において，事業資金は，当然重要な承継資産と言える。 

この点弁護士事務所の場合，個人事務所であれば，承継後の資金は，基本的には，

後継者が用意し，また事務所を運営する中で生み出されることが一般的と言える。 

(5) 経営計画等 

上記のとおり，事業承継計画には，経営状況・課題，中長期の経営戦略，経営目

標等を記載することが考えられる。 

事業承継に向けて，経営状況や経営課題を把握し，これを踏まえて事業承継に向

けた経営改善に取り組み，この中でいつ，誰に，どのように承継を行うかを考える

ことが円滑な承継に資する。 

① 経営状況 

定期的な収入としての顧問料，事件収入と事件の種類等を分析し，過去数年の

月々の収入状況を把握するため計画書に記載することが考えられる。 

また，支出として，弁護士への給与，法定福利費，従業員への給与，各種会費，

事務所不動産に関する費用（駐車場も含む），通信費，リース費用，雑費等，月々

の定期的な支出を把握するため，この点も記載することが考えられる。 

今後の経営を考えるに当たって，近年の月次での収支状況を把握することは重

要である。 

② 外的な環境要因 
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今後の経営戦略を考えるに当たっては，現在の経営状況を踏まえ，様々な環境

要因を分析する必要がある。 

そのためには，まず弁護士事務所を取り巻く，外的要因を分析する必要がある。 

外的な要因としては，管内人口の増減，管内の弁護士数の増減，国内及び地域

の景気動向，法律改正，依頼者のニーズの動向，また，ＡＩが普及する社会での

対応等が考えられる。 

これらを分析して記載することも有用である。 

③ 内的な環境要因 

事務所の内的な要因としては，弁護士，事務員等の人員の増減，事務員の能力・

年齢，営業力，マーケティング能力等が考えられる。 

今後の事務所の組織体制，労務管理，営業力，マーケティング力等，事務所の

総合的を分析することが有用である。   

内部環境分析及び外的環境分析は，引き継ぐ際に非常に重要な情報となる。 

④ 以上を踏まえ，承継に向けた事務所の中長期の経営戦略や収益等の数値目標を

設定することも有用であることから，これらを計画書に盛り込むことも考えられ

る。 

 

３ 法人化の検討の必要性 

弁護士事務所を法人化することは，支店を出せるということのみならず，対依頼者

の信頼構築につながるなど，様々な観点からその検討の必要性が認識されるようにな

ってきた。 

そして，事業承継の場面においても，人や資産のスムーズな承継の観点からも法人

化の検討は重要な要素となったといえる。 

また，調査した事務所においても，承継に当たって法人化を図ったという事務所も

複数存在した。 

 

４ 事業承継直前 

事業承継直前期には，承継される側とする側で各種の契約を書面にて締結すること

が考えられる。 

その具体的に必要な契約関係を事業承継計画にも盛り込み，実際の承継時に慌てる

ことなく，円滑な承継が進むように配慮する必要がある。 

 

第６ 事業承継に向けたステップ５：承継対象と対価について 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 小松亀一 

 

個人経営法律事務所承継に当たって承継対象とその対価について検討する。 

なお，譲渡する弁護士を譲渡人，譲受する弁護士を譲受人という。 

 

１ 承継対象について 

(1) ハード面 
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承継対象のハード面としては，以下のものがある。 

① 事務所建物又は事務所賃借権 

今の時代は一棟のビル全体を所有して法律事務所とする形態は少なく，区分所

有建物の一定区画所有か，建物賃借権が殆どである。 

② 什器備品－机・椅子・応接セット・冷蔵庫・調度品・電話機・コピー機・FAX 機・

パソコン・プリンター等 

自己所有とレンタル・リース形式に分けられる。 

③ 書籍・判例データベース等法律文献 

書籍は自己所有だが判例データベース等はリース形式が多い。 

(2) 事務職員 

雇用契約の承継，退職金積立金 

(3) 係属事件・顧問先 

示談交渉・訴訟等法的手続等事件委任契約と顧問先との顧問契約がある。 

(4) 顧客名簿等いわゆるのれん 

潜在的顧客名簿・事件紹介者名簿 

 

２ 承継実行方法について 

(1) ハード面 

① 譲渡人所有物 

譲渡人所有物については，所有権移転のための売買(譲渡)契約締結となる。 

② 賃借権・リース契約等 

賃借権・リース契約については，賃貸人・リース社を含めての譲渡人・譲受人

との三者契約での賃借権・リース契約の譲渡契約か免責的債務引受契約となるが，

賃貸人・リース会社の意向によっては譲渡人との契約をいったん解約し，譲受人

と新たに賃貸借契約・リース契約を締結する場合もあろう。 

③ 譲渡人所有物賃貸借 

譲渡人所有事務所建物・区分所有建物については譲受人が譲渡人から賃借する

契約もある。 

(2) 事務職員 

事務職員については，事務職員の意思を確認して，新たに雇用契約を締結するこ

とが多いと思われる。退職金預り金債務がある場合は，譲渡者より預り金額を受領

して債務承継が必要になる。しかし中退金積立金のように事務職員名で預けてある

ものは承継不要なはずである。この点は退職金預かり債務内容の確認が必要となる。 

(3) 係属事件・顧問先及び立替金債権・預り金債務 

事件委任契約は委任者，顧問契約は顧問先の同意があれば，委任者・顧問先と譲

渡者・譲受人を含めた三者契約での受任者地位譲渡契約を締結する。立替金債権・

預り金債務がある場合，三者契約において立替金債権譲渡・預り金債務免責的債務

引受約款を付け必要な金銭の授受が必要となる。 

(4) 顧客名簿等いわゆるのれん 

潜在的顧客名簿・事件紹介者名簿データの譲渡契約を締結し，名簿登載者に譲渡
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人・譲受人連名での譲渡の挨拶状送付等で周知徹底が必要となる。 

３ 承継の対価決定及び支払方法 

この対価決定が最も難しいところで，アンケートを取っても内容詳細は知らされな

いことが多いと思われる。 

(1) ハード面 

① 所有権移転の場合 

所有物に関しては，時価相当額となろうが，時価をどのように決めるかが難し

い。建物・区分所有権等不動産については時価が原則になるが，什器備品等動産

類については，多くの場合，無償か，有償としても取得価額の数十分の 1 程度と

思われる。対価は，譲渡と同時に支払うのが原則であるが，金額によっては譲渡

者の同意で分割支払とすることもあろう。 

② 賃借権等賃借人の地位譲渡(賃借権譲渡) 

賃借権・リース契約等の譲渡に関しては，譲渡者に対しては無償が原則となろ

う。但し，多額の敷金・保証金等入っている場合は，その価値を評価して有償と

なる場合もある。 

③ 新たに賃貸借契約を締結する場合 

譲受人が譲渡人所有建物・区分所有建物等を新たに賃借する場合の賃料につい

ては，相場が原則となるが，後記係属事件契約・顧問契約受任者の地位譲渡の対

価と関連もあり，当事者間の協議で相場と異なる金額になることもあろう。 

(2) 事務職員 

雇用契約を新たに締結するので対価は発生しない。譲渡者自身が退職金預り金債

務を負っている場合，預り金額を譲渡して免責的債務引受を確認する契約が必要と

なる。中退金積立金の場合，新雇用主が新規加入手続をするが，過去の掛金債権は

継続されるようである。 

(3) 係属事件・顧問先 

① 係属事件委任契約 

係属事件については，着手金受領済みの場合，着手金は報酬金から受領する場

合，着手金なしで報酬金のみの場合，着手金のみで報酬金なしの場合(※この場合

対価支払は譲渡人となるはず)，更に報酬金予想額の大小等事件によって弁護士

報酬内容が種々分かれ，且つ，事件の進行程度も着手直後から弁論終結し判決を

待つのみの場合等種々に分かれる。 

そこで事件毎に報酬契約内容・事件進行程度等を吟味して決定するか，或いは，

事件数全体から概算で大雑把に決めるしかないと思われる。 

なお，対価算出方法については，当分科会内では，下記ア～ウを合算するとい

う方法が挙げられた。 

ア 着手金：前年までの 3 年間平均（1 年分の着手金）×30％×5 年 

イ 報酬：承継時の事務所事件の今後，見込まれる報酬総額の 50％ 

ウ 顧問料：顧問料の 50％×3 年分（あるいは，30％×5 年分） 

② 対価支払方法等 

事件委任契約対価は，報酬金が発生した場合，報酬金の一定割合額を譲渡者に
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支払うとの約定，顧問契約の場合，毎月の顧問料の一定割合額を一定期間支払う

との約定が考えられるが，弁護士職務基本規程との関係で譲渡約款を工夫するこ

とが必要である。 

対価支払時期については，報酬金回収時期が原則となろうが，譲渡金額を低額

に抑えて報酬金回収の程度・有無に拘わらず譲渡時に支払う方法もあり，譲渡人

との協議で決定する。 

③ 弁護士職務基本規程との関係について 

現行弁護士職務基本規程第 13 条では 

「弁護士は，依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払って

はならない。 

２ 弁護士は，依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取っ

てはならない。」 

と規定されている。 

事件及び顧問の有償譲渡については，職務基本規程の解釈において問題のある

事項であることから，慎重に検討する必要がある。 

(4) 顧客名簿等いわゆるのれん 

これは事務所譲渡の付録サービス的なものであり，対価決定は極めて困難である。

譲渡者との協議により，対価無しとするか，あっても極めて低い金額になると思わ

れる。 

 

いくつかの契約書のサンプル条項を作成してみたので，DVD資料1-4を参照されたい。 

 

第７ 法律事務所の承継における「個人事務所」と「弁護士法人」の比較検討―法

律事務所の承継について，弁護士法人という制度の活用について― 

弁護士業務改革委員会事務所経営ＰＴ 座長 若松敏幸 

 

１ 最初に 

法律事務所の承継について，承継される事務所が個人事務所であるか，弁護士法人

であるかにより，その成否や手続の内容にどのような違いがあるだろうか。 

また，個人事務所の承継に際して，弁護士法人の仕組みは，どのように活用される

かについて，以下検討する。 

 

２ 弁護士法人設立の目的 

そもそも，法律事務所を個人事務所から法人化するには，大きく分けて２つの理由

があるように思われる。 

一つは支店展開をしたいということ，もう一つは 50 年，100 年続く持続可能な事

務所作りを目指すケースである。 

もちろん，そのためには，法律事務所の経営規模を拡大して経営の合理化を図るこ

とが必要であるが，一般的には，個人事務所より弁護士法人の方がその志向に向いて

いると言えよう。 
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３ 弁護士法人の特徴 

弁護士法人は，個人事務所に比べると，どちらかというと事業承継に向いている組

織である。 

弁護士法人にも，弁護士が１人で個人事務所と実態が変わらない事務所も多いかも

しれないが，それはともかくとして，事業の合理化，規模拡大，経営の合理化を考え

ると，やはり弁護士業であっても，企業化（法人化）が相応しいことは多くの人が認

めるところであろう。 

取材先のボス弁護士の話を引用する。 

「事務所の法人化が認められた段階で,いち早く法人化した。法人化の理由は,法律

事務所が公的な組織体であることを考えて導入したものであるが,事業承継をする面

で言えば,法人化しておけば何の問題もないと考えられる。 

事務所で働く弁護士をパートナーとして受け入れるということは,事務所の拡販路

線を採用したことになる。このため,顧問先も増やすことができるし,弁護士・他の専

門職や事務員を含めた事務所の人員もこれに応じて増やすことになっていくと考えた。

多くの企業体と同じで,個人経営からパートナー数名による集団経営になり,経営方針

も協議の上決定することになる。 

個人事件,破産管財事件も全部法人に入れている。具体的な方法としては,源泉税分

だけを当該担当弁護士の取り分としている。事件配分による不公平さをなくすため,

歩合は採用しておらず,報酬・給与は完全固定給（毎年更新している。）となっている。 

弁護士事務所の持続性を追求する面で考えると,法人とすることがよいのではない

かと考えている。基本的には,オーナー経営者が事務所収入・経費等を全て透明化し,

個人として特別に大きな報酬を受けるということを諦めてしまえばなんということは

ない。 

事務所承継を意識して,事務所の魅力,価値を高め続ける努力をすることが必要であ

るとの意見がある。しかし,法律事務所が自らの事務所の魅力,価値を高め続ける努力

をすることは,承継を意識しなくても当然のこととして普段から行うべきことである。 

承継に適した事務所形態は,所得共同や法人化であると認識している。 

弁護士法人化されている事務所の承継と,個人の事務所の承継の場合とでは,資産・

負債の引継等がずいぶんと異なるのではないかと思う。」 

 

４ 事務所承継の意義，目的 

個人事務所の場合，ボス弁護士が引退，死亡すれば，通常それによって事務所が消

滅する。これはやむ得ないことである。 

ところが，法人の場合，一緒に経営しているナンバーツーがパートナーになり，経

営を承継していくというのは，企業の存続の自然な流れ，動きであろう。 

そもそも，弁護士法人は，「国民の弁護士利用の利便性の向上と弁護士の経営基盤

の安定化を図る目的」で，その設立が認められているわけであり，ある意味，経営基

盤の安定した法律事務所は，その経営ノウハウ，事務所の事件解決能力，ブランド，
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顧客層を持続的に維持発展させて，従業員，顧客，社会に対して貢献を担うことが想

定されている社会的な公器であると言っても過言ではない。 

このような，公器が創業者一代で消滅するのは社会的損失ともいえる。したがっ

て，個人事務所であれ，弁護士法人であれ，その社会的な意義と要請があれば，承継

させるに越したことはない。ここに，法律事務所の承継論の意義，目的がある。 

やはり，取材先の弁護士法人の代表のお話であるが， 

「何のために承継するのか。ここからは持論にすぎません。私は，法律事務所を承

継する必然性がないなら，無理に承継させなくてよいと考えます。承継が必然である

（それしか選択肢がない）という事務所は，明確にその理由があります。そういった

事務所が代を継いでいき，カラー・伝統というものになっていくのではないでしょう

か。 

ボスの個人的人脈のクライアントは，2 代目に引き継ぐことは簡単ではありません。

しかし，ボスの仕事の仕方・向き合い方であれば，引き継ぐことは可能です。 

引き継ぐべきものがあるということは，例え文言化した経営理念などはなくとも，

後世に残し，今よりも発展させていく価値があるということです。1 人の弁護士が，

人生をかけて今まで築いてきた（築けてきた）文化・伝統・経営理念というのは，と

ても貴重なものです。それを，たった一代で無に帰し，承継されないのは法曹界の，

日本国の損失です。もし，うまく文化伝統を承継できて，その文化や伝統を時代に即

して発展させることができるならば，その法律事務所も，ひいては我が国の法曹界も

発展するのではないかと思います。 

反対に言うと，文化や伝統を承継させないのであれば，法律事務所の承継をする必

要性を感じません。 

文化・伝統の承継について 

上記からの結論として，後継者は，当該事務所の文化・伝統・経営理念に深くコミ

ットし，それを継続的に発展できる人を選ぶべきです。 

そして，選ぶだけの人材を育てる，ということです。 

文化や伝統は，創業者であれば息をするように実現できますが，それを，生まれも

育ちも考え方も異なる他人が継ぐのは簡単な話ではありません。 

経営について語り合う機会とか，自分の価値観などに，構成員が接する機会という

ものが大切だと考えます。」 

と言われていた。誠に卓見である。 

 

５ 承継具体論 

(1) 個人と法人の事務所会計の特異性 

個人事務所と弁護士法人との承継を実践するについての相違について，決定的に

違いがあるのが，個人事務所の場合，ボスの事務所資産（事務所の現金，預貯金，

事務所としての不動産，動産一切）が，ボスの個人的資産であり，ボスの死亡と同

時に，ボスの相続人に相続（引き継がれる）される遺産であるということである。

これでは，承継しようとしても，ボスの相続人が了解しない限り，承継しようがな

い。もちろん，事前に生前契約で事業譲渡すれば問題はない。 
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弁護士法人の場合も，ボスがオーナーで社員口数をほぼすべて保有していると，

個人事務所のケースと同じことが起こりうる。 

そのようなケースでボスの相続人が，法人の出資持分の払戻請求をしてくれば，

法人の経営は成り立たず解散せざるを得ない。 

したがって，弁護士法人にしても，ボスが元気なうちに，出資持分について，後

継者にどう譲渡して行くのか，その対価についても，支払方法についても，相続人

との利害関係による対立を防ぐ計画を立てて，承継の道筋を付けておかないと，ボ

スの相続人と相争うことになりかねない。 

(2) 個人事務所の承継の対価の問題 

個人事務所の場合，事業譲渡（事件＝顧客の引き継ぎ）をし，そこに対価が発生

すると，前述のとおり，弁護士職務規定第 13 条に違反することになりかねない。 

事業承継の対価を承継者がボスに対価を支払う場合，個人事務所では，それは，

顧客の紹介料になる可能性が高いので，弁護士職務規定により禁止され，事務所の

譲渡後も，共同受任を継続するなどをしない限り，対価を得ることは不可能であ

る。 

ボスが引退しないで，共同していきたいという場合にはそれでよいが，引退を希

望するには，その手法は通らない。これは，個人事務所の事業承継の最大の壁では

ないか。 

分科会内部の意見でも，次のような指摘があった。 

「現行の弁護士職務基本規程を前提とすると，顧問先や具体的な事件を譲り渡し

た場合であっても，対価を授受することはできないことになります（弁護士職務基

本規程 13 条 1 項，同 2 項）。 

対価の授受を行うということであれば共同受任の形式を取ることが考えられます

が，被承継者が登録抹消して引退する場合にはその方法が使えません。 

そうすると，被承継者が弁護士登録を抹消することが前提の場合，受け皿になる

弁護士法人を作ってそこに顧問契約と個別の委任契約をまとめてしまい，承継時に

は持分権の譲渡により社員を入れ替えるという形でやるしかないのではないかと考

えられます。しかし，この方法によれば職務基本規程の問題はクリアできるとして

も，やはり対価の定め方はやや難しいでしょうし，入れ物だけ譲り受けても従業員

や知的財産や顧客が流出するといった問題が出てくる可能性があります。いずれに

しても，承継後の事務所の価値を棄損しないための方策を色々と考えておくか，あ

るいはそれが万が一棄損された場合に譲渡対価の見直しを行えるようにしておく必

要があるように思われます。」 

(3) 個人と法人の承継の円滑性の違い 

個々の契約（事務所のリース契約，不動産賃貸，借入金債務，雇用契約，ウエブ

サイトの契約，事務所の預金通帳の名義（預金契約），携帯電話，固定電話・ＦＡ

Ｘの契約，ライフライン，サイボーズなどの各種ソフトの契約，まだ多数の契約が

あると思われるが）を一つ一つ，引き継ぐより，法人契約でなされている一切の契

約を，出資持分を譲り受けて，法人の代表社員を変更することで，法人格を承継・

引き継ぐのがよほど合理的である。 
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特に不動産の賃貸契約の切り替えは，賃貸人が拒否すると，解決困難である。た

だ，一方で，承継者としては，どうしても引継ぎが難しい，職員，事件（顧客）が

あれば，それは，個別の契約をして外せば足りることである。 

借入金債務でも，承継者は，債務の一部を引き継がず，ボスが法人の債務を免責

的に債務引受して引き取ることも可能であり，何でも一括して法人格を引き継がな

いといけないわけではない。したがって，そのことが弁護士法人の承継を困難にす

るわけではない。 

(4) 対価の支払名目，支払方法  

個人の場合，譲渡の対価の支払は困難であるという指摘をしたが，法人の場合で

も，退職金としての支払方法について，税務当局が経費として認めるかどうかが最

大の課題である。例えばコンサルタント契約を引退したボスと締結して，契約料を

退職金代わりに支払をした場合，適正かどうかは，税務当局の判断になろう。 

全て支払の名目の実態が伴うかどうかが問題となる。 

(5) 承継前後で弁護士法人を設立する方法 

個人事務所が承継をするについて，承継者が弁護士法人を設立したケースが取材

先にあった。これは，ボスが，まず，一旦雇用契約を解除し，承継者が設立した弁

護士法人で雇用契約をしたという方法である。これだと，承継者も，従業員に対す

る退職金の負担は全く引き継ぐ心配がないので安心であろう。ただ，顧問契約の引

継ぎについては，以下のような指摘があった。 

「承継を受けるに際して,法人化することを考え実行しました。その方がボスに

給料を払いやすいと考えたからです。弁護士法人設立時から私が代表社員になりま

したが,その後の経過を見ると,最初は,ボスに代表社員になってもらい,その後,代

表社員を私に交代する方法が良かったのではないかと思いました。 

例えば,顧問先に契約を個人から法人に切り替えのお願いの挨拶をするのに,もと

もとボスとの顧問契約であったものを,いわば突然に,勤務弁護士が弁護士法人の代

表になって,切り替えの挨拶に行くより,ボスが法人化したので,個人から法人に契

約を切り替えてくださいと言うのがスムーズだったかと思います。 

ボスとの関係を重視し,顧問契約の切り替えができなかったところも何社かはあ

りました。やはり,古くからの顧問先は,法人化した時,ボスが代表になってもらい

何年か運営し,それから代表を切り替わるのが良かったです。信用の問題もあると

思います。」 

 

６ その他 

(1) 取材先事例の紹介（法人であったことが，承継に前向きに影響したか） 

「承継しない方向,つまり,かくかくしかじかの理由で辞任という形。そういう処

理をしていって,自分の事件と振り分けてって,残ったのはどうするのという話を一

つ一つしていくよりは,承継,つまり,そのまま従業員や事務所設備を用いてやった

方が,誰にも迷惑をかける可能性が少ないし,自分も誰かから非難をされる可能性が

少ないかなという風な基本的なポリシーはありました。 

あと,従業員の雇用の問題です。もし法人をなくして分断してという形になると,
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選別の問題とか退職金の問題とか色々あるでしょうから,そういったことをもう全

部まとめて解決できるのであれば承継しようかという感じではありました。もう誰

かが引き継がないといけないかとは思いましたね。」 

このような指摘を聞くと，やはり，弁護士法人という郁美が前提にあったからこ

そ，引き継ぐ覚悟ができたように思われる。 

既に弁護士法人に所属していることは，事務所の規模や魅力，風土，ボスとの関

係にもよるが，一定の事務所を守る，永続させるという求心力，防衛本能，いまさ

ら個人で独立してゼロからやるよりも存続している，土台のある弁護士法人を守り

立てるのが，合理的ではないかという，最後は，損得判断という経済的合理性の有

無と，いわばボスへの恩返しの気持ち，顧客への使命感などのせめぎ合いで，最終

判断をすることになろうか。 

その辺りの承継者の思いは複雑であろう。取材先の回答では，以下のような指摘

があった。 

「私は,割と物臭な方で,一から全部作り上げていくのがあんまり得意ではありま

せんが,引き継いでね,と言われても,簡単に了解というわけにもいかない気がしま

す。ひとつの要素としては,地元の人かどうかが大きいんじゃないのかなと思いま

す。 

お金の問題（対価）はあまり悩んでいません。お互いに気持ちを忖度して,お互い

に相手のことを考えてみたいな感じです。メリットは従前の顧問先とか,暖簾です

よね。それがあるのと一から作っていくのは全然違う話なのでというところがまず

第 1 点と,あとは人的なものを含めて箱（事務所の建物は元々賃貸物件）をそのまま

使えるというところですかね。事務員が古くからいることですね。 

デメリットでもないですが,やっぱり自分が受任したものじゃない事件でお客様

のキャラクターとかも分からない。進捗はある程度記録見ればわかりますけど,ど

ういったスタンスでいらっしゃる方なのか,直接なかなかボスから聞いて,こうであ

あでというのが病状的にいかなかったものですから,ある程度普段,電話口まで届け

る時に事務員が最初に電話を取るわけで,その時のニュアンスとかからある程度雰

囲気を察していってというのは,全く知らない依頼者には気を使いましたね。 

要するに事件を選べないというのは,それはそういうものなんでということにな

るので,やっぱり自分としてはメリットの方でもちろん顧客獲得の努力は 1 からや

るよりは楽だというのはあります。 

それから熟練事務員さんがサポートしてくれるというのは,持ちつ持たれつの関

係でありますが,かなりのメリットかなと思います。今は特に人手不足で独立した

弁護士さんがなかなか事務員さんを見つけにくいというところがあったりするのを

伝え聞くので,そういうのは感じますね。 

事件の引継ぎは難しいところがありますね。事件数が割と多かったこと,またこ

う言っちゃあれですけど,折り目がついてるじゃないですか。その方針でいくとい

うのが,必ずしも自分の方針と合うか分からないので。 

事件の引継ぎ自体は,記録は読めば分かりますけど,結局ある程度ベテランの事務

員になると事件の内容も分かってるので,かくかくしかじかでと言ってもらえばそ
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の一言で分かるので。人柄とかも。 

以前に私が全く接していない人と,受話器を取って渡すまでの間ですけれど,そこ

を含めて架け橋になってもらってはいましたね。 

苦労としては,選べない事件が,今まであるものを取捨選択できない。それが一番

です。あと事務所の事業承継だけでなく,普通の事件引継,例えば独立されたりとか,

事件を残していかなければいけなかった時も,依頼の内容を明確にして,きちっと引

き継がないと,後から依頼者と揉める元かなという気もしますね。」 

(2) 個人と法人の特徴 

個人事務所だと，勤務弁護士は，自分に既に顧客がついていれば，あえてボスの

負の遺産を引き継ぎたくないという思いが現実化しやすい。したがって，承継のた

めに無理はしたくないという思いも実際に出やすいだろう。 

特に，事務所の場所は自分で決めたいし，従業員もボスの従業員とは必ずしも合

うわけではないので，この際とばかりに，独立を契機に，自分と合う職員だけを連

れて独立することは多いことである。 

これが法人の場合には，負の遺産も正の遺産も法人にまとめて一体的に属してい

る。ケースバイケースであろうが，法人自体に集客力があること（例えばホームペ

ージ，電話，ＦＡＸが法人契約であることは，これはもの凄い財産である。つまり，

ボスの個人の時代，法人の時代，30 年，40 年を通して市場に浸透している電話番号

の価値は，例えようがないほどに貴重で，その番号は，30 年来，40 年来の顧客の携

帯に登録されており，その財産的価値・集客力はバカになるものではない。事務所

の器がある場所もそうである。こういう長年にわたり市民・企業に知られ続けてい

る情報という財産は，他の財産にとって代われるものではない。新規に独立した弁

護士の電話番号など，誰も知らないのである），顧問が多いこと，法人自体に信頼と

評判（ブランド）があることは，自ずと承継しようかという気にもなりやすい。 

法人にはそういう特性，特徴があるからこそ，ボスは，法人を経営していくに際

しては，勤務弁護士が引き継ぎやすい弁護士法人の名称を工夫する（ボスの名前は

原則外す，勤務弁護士や構成員全員が守りたい・存続させたいシンボル（法人自体

が自分たちの精神的な支柱であることを表すもの）のような名前にする等）のが望

ましいし，宣伝・活動する場合，例えて言えば，御旗のようにその名前を前面に打

ち出して，経営・運営し，弁護士法人の名称自体に信頼と評判を持たせることがで

きる，そんな事務所作りをすることが大事であろう。 

その点で言えば，弁護士法人に全ての知的財産，ＨＰ，電話，ＦＡＸ，その他の

財産も集約し，法人の価値を高める必要がある。 
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