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Coronavirus (COVID-19): Dealing with 

Customers in Financial Distress 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）：経営難にある

顧客への対応 
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The COVID-19 pandemic is a public health crisis 

unprecedented in modern history, and the resulting 

economic dislocation has caused financial distress 

across supply chains worldwide. In light of this 

extraordinary crisis—and in anticipation of a wave of 

defaults by businesses large and small in the months to 

come—shippers, vendors, and other suppliers are 

assessing their potential exposures in the event of a 

customer failure. And while suppliers will no doubt 

consider reasonable accommodations to assist their 

customers in weathering these challenging times, 

prudent actors may still be wondering what can be done 

to prepare for the worst. Although the suggestions 

outlined below are by no means exhaustive, suppliers of 

goods and services that take proactive steps such as 

these will often find themselves in a more favorable 

position in the event that a customer files for 

bankruptcy. 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは近代史上例のな

い公衆衛生上の危機であり、これにより、経済が混乱し、世

界中のサプライチェーンが経営難に陥っています。この未曾

有の危機を踏まえ、そして今後数カ月間で大小の企業が相

次いで債務不履行に陥ることを予想して、荷主、ベンダーそ

の他サプライヤーは、顧客が債務不履行に陥った場合のリス

クについて評価しています。この困難な時期を乗り越えるに

あたり、サプライヤーが顧客に手を差し伸べるべく適切な対

策を講じることを検討するのは間違いありませんが、慎重な

市場参加者は最悪の事態に備えてどのようなことができるか

もう一歩先を考えているかもしれません。以下で概要を述べ

た対策は全てを網羅するものではありませんが、物品やサー

ビスのサプライヤーは、下記のような事前措置を講じれば、

多くの場合、顧客が破産を申請した場合も有利な立場を確保

できるでしょう。 

How to Monitor Customers for Distress 経営難に陥るおそれがないか見極めるためにどのような方

法で顧客のモニタリングを行うか 

The first step is to monitor customers for early signs of 

potential distress, so that a supplier can take proactive 

steps before it is too late. The scope and frequency of 

this review will depend upon the size and importance of 

each customer to the supplier’s business.  Larger 

customers, for instance, may be reviewed frequently or 

on an ongoing basis, while a less frequent, periodic 

review may suffice for smaller customers. 

第一段階は、経営難に陥る可能性の初期兆候がないか、顧

客のモニタリングを行うことです。このモニタリングにより、サ

プライヤーは、手遅れになる前に事前措置を講じることがで

きます。モニタリング調査の範囲や頻度は、サプライヤーの

事業において各顧客が占める割合やサプライヤーの事業に

対する各顧客の重要度によります。例えば、大口の顧客につ

いては何度もあるいは継続的に調査を行う必要があるかもし

れない一方で、小口の顧客についてはそれほど頻繁に調査

を実施せず、定期的にモニタリングを行えば十分かもしれま

せん。 

There are many ways to monitor customers’ financial 

health, and the exact means of doing so will largely 

経営状態のモニタリングを行う方法はいくつもありますが、何

が最適な方法かは、当該顧客が公開企業であるか、そうでな
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depend upon whether they are publicly traded 

companies or are otherwise subject to regulations that 

mandate public disclosures. 

ければ開示義務を定めた規則の対象企業であるかによって

大きく左右されます。 

The review process will be considerably easier for 

publicly traded companies, which are required under 

federal securities laws to file both annual and quarterly 

financial reports (SEC Forms 10-K and 10-Q, 

respectively) and to publicly disclose other material 

events on an ongoing basis (generally on a form 8-K). 

These documents are available free to the public on 

the Securities and Exchange Commission’s EDGAR 

page. To the extent that one does business with state or 

local government units, those entities might be required 

to make similar disclosures under municipal securities 

laws, which are also made publicly available on 

the Municipal Securities Rulemaking Board’s EMMA 

website. Companies based overseas may also be 

subject to financial disclosure requirements by the laws 

of their home jurisdiction. 

調査対象が公開企業である場合、調査は格段に容易になり

ます。連邦証券法に基づき、公開企業には、年次報告書と四

半期報告書の両方（それぞれ、SECの Form 10-Kと Form 

10-Q）の提出及びその他の重要事実に関する継続開示（通

常は Form 8-Kを使用）が義務付けられています。これらの

文書は米国証券取引所の EDGARにおいて誰でも無料で閲

覧することができます。州政府や地方自治体とビジネスを行

っていれば、その範囲で、各地方自治体の証券法に従って同

様の開示が義務付けられる場合もあり、地方債規則制定委

員会（Municipal Securities Rulemaking Board）の EMMA

で開示文書が公開されています。また、外国に拠点を置く企

業であれば、本国の法令上、財務情報の開示が義務付けら

れている場合があります。 

Although it can be more challenging to obtain the same 

degree of information on privately held companies—

which are generally not subject to public disclosure 

requirements—there are still ways to obtain valuable 

information in the public domain.  For example, with 

respect to larger customers that have issued debt such 

as bonds or bank loans traded on the open market, that 

debt might be rated by one of the major credit rating 

agencies (Fitch, Moody’s, Kroll, or Standard & Poor’s). 

These agencies will often make certain reports available 

to the general public (with more detailed information 

available to paid subscribers). To the extent available, 

suppliers should review these reports for all of their 

customers, whether publicly traded or privately owned. 

However, these reports can be especially valuable for 

private companies, as they often contain information on 

such companies’ financial health (including compliance 

with debt covenants and other metrics) that private 

companies are not otherwise required to disclose 

publicly. 

非公開企業は、一般的には開示義務の対象となっていない

ため、公開企業と同程度の財務情報を得ることは困難かもし

れませんが、公開されている情報に基づいて有益な情報を

得る方法はあります。例を挙げると、大口の顧客が社債等の

債券を発行したり、金融機関から借入れを行ったりして、それ

が自由市場において取引されている場合、そのような債務に

は大手の信用格付け機関（フィッチ、ムーディーズ、クロール

又は S&P）の格付けが付与されている可能性があります。こ

れらの信用格付け機関は、通常、格付け等について各種レ

ポートを公開しています（有料会員になるとより詳細な情報を

入手することができます）。サプライヤーは、入手できる範囲

で、公開企業であるか非公開企業であるかを問わず、自社の

全顧客に関してこのようなレポートを精査すべきです。とはい

え、これらのレポートは、顧客が非公開企業である場合に特

に有益です。なぜなら、そこには、非公開企業には公開義務

のない、経営状態（借入契約の遵守状況その他の基準等）に

関する情報が含まれていることがよくあるからです。 

For smaller businesses or companies without widely 

traded debt, there are several credit bureaus that offer 

“business credit reports” similar in nature to the personal 

reports used in consumer lending (although these 

business credit reports may contain out-of-date or 

inaccurate information). 

中小企業又は広く債務取引を行っていない企業については、

消費者金融において使用される個人調査報告書と実質同様

の「企業信用調査報告者」を作成する信用調査所がいくつか

あります（ただし、このような企業信用調査報告書には、古い

情報や不正確な情報が含まれている場合があります）。 

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://emma.msrb.org/
https://emma.msrb.org/
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://emma.msrb.org/
https://emma.msrb.org/
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In addition to these sources of information, it may be 

worth considering whether to require periodic financial 

reporting from customers as a condition to providing 

trade terms or when negotiating the next supply 

contract. 

このような情報源のほか、取引条件を定める条件として、又

は次の供給契約交渉の際に、定期的な財務報告を顧客に求

めるかどうか検討するのも一案でしょう。 

What to Look For どのような点に留意すべきか 

In reviewing a customer’s financial disclosures, credit 

reports, and other relevant documents, a supplier 

should be on the lookout for anything that suggests a 

customer’s inability to continue to operate or otherwise 

pay its obligations in full when due. Some of these 

indicators are obvious—for instance, a missed interest 

payment—while others are less intuitive.  Although the 

below list is far from exhaustive, some common signs of 

distress include the following: 

顧客の開示された財務情報、信用調査報告書その他関連文

書を精査するにあたり、サプライヤーは、顧客が事業を継続

できなくなっていること、その他弁済期までに債務を完済でき

なくなっていることを示す情報に注意する必要があります。こ

のような指標には、利息の支払いが滞っている等、明らかな

ものもありますが、目に見えにくいものもあります。以下のリ

ストは、全てを網羅するものでは決してありませんが、経営難

の兆候としてよく見られるものの一例です。 

 Disclosure of missed interest payments, events of 

default on loans or other credit facilities, or entry 

into forbearance agreements with lenders or 

bondholders. 

 利息の支払いが滞っている事実、融資その他の信用

供与に係る債務不履行事由又はレンダー若しくは社債

権者との権利放棄契約（forbearance agreement）の

締結の開示。 

 Public filings that discuss increased risk factors or 

that include a qualified or adverse opinion on the 

business’s ability to continue as a going concern 

(i.e., in the auditor’s opinion, the business cannot 

continue operating unless certain events occur). 

 公的機関への届出書において、リスク・ファクターの増

加について説明がなされ、又は企業の事業継続につ

いての限定意見若しくは不適正意見が表明されている

（すなわち、監査報告書において、一定の事由が生じ

ない限り当該企業は事業を継続できない旨の記載が

ある）こと。 

 Entry into new financing facilities on onerous 

terms (e.g., high interest rates, paid-in-kind or 

capitalized interest, high amounts of original issue 

discount) or into alternative credit arrangements 

such as receivables-factoring or merchant cash 

advance facilities (which may indicate a loss of 

liquidity). 

 資金の流動性が失われていることを示す可能性のあ

る、不利な条件での新たな融資ファシリティ（例えば、

高金利、物納、利息の資産計上、当初の発行額の大

幅な割引）又は債権買取若しくは売上収益前払金に係

るファシリティ等の代替的な信用協定の締結。 

 Downgrades of the customer’s corporate debt by 

one of the major ratings agencies, or placement 

onto a “credit watchlist.” 

 大手信用格付け機関のいずれか1社による顧客の企

業債務の格付けの引下げ、又は「格付けウォッチリス

ト」への掲載。 

 Hiring of restructuring advisors or appointment of 

a chief restructuring officer, which will often be 

accompanied by a securities filing, press release, 

or other disclosure that the customer is 

considering a restructuring or reorganization, 

“exploring strategic alternatives,” or other 

euphemisms. 

 リストラクチャング・アドバイザーの雇用、又はチーフ・

リストラクチャリング・オフィサーの選任。多くの場合、こ

れと同時に、顧客企業がリストラクチャリング若しくは

組織再編を検討している、又は「戦略的代替措置」を模

索しているといった婉曲的な表現を含む証券届出書、

プレスリリースその他の開示文書が出される。 

Of course, one of the most important signs of distress 

can be identified without any diligence on the supplier’s 

勿論、経営難の最も重要な兆候は、サプライヤー側がデュー

ディリジェンスを一切行わずとも確認できる場合もあります。
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part at all: when a customer requests an extension of (or 

other deviation from) their customary payment terms. 

For example, a customer that had been paying cash 

upon delivery may seek to pay 30 days in arrears; 

similarly, customers currently paying in arrears may 

seek to extend the payment time to 45 or 60 days (or 

seek alternative payment arrangements such as 

consignment). Other times customers do not request an 

extension, but instead begin to “stretch” payments of 

their own accord, either because they are planning to 

file for bankruptcy or because they simply need to triage 

payments. In either case, this is a key sign of distress; 

although there are a number of reasons a customer may 

seek to alter payment terms—many of which are 

benign—this is often an early sign of more serious 

financial difficulties down the road. Accordingly, 

suppliers should develop and implement internal 

mechanisms to alert them when payments are being 

made outside of normal trade terms. And to the extent 

that a customer affirmatively requests an alteration of 

payment terms, such a request provides a supplier with 

the opportunity to obtain some of the protections 

described below. 

従来の支払条件について顧客側から支払期限の延長（その

他の条件変更）を求められた場合等がこれに当たります。例

えば、それまで代金引換で支払いが行われていた顧客から、

納品後 30日以内の支払いにしてほしいと言われる場合があ

るかもしれません。同様に、通常は後払いの顧客から、支払

期限を更に 45日間又は 60日間延長することを求められる

（又は、委託等による別の支払取決めをすることを求められ

る）かもしれません。あるいは、顧客が破産申請を予定してい

るか、単に支払いの優先順位をつける必要があるために、支

払期限の延長要求はないものの、顧客が勝手に支払いを

「引き延ばし」始めることもあります。いずれの場合も、これは

経営難の重要な兆候です。支払条件の変更を求める理由は

いくつもあり、大抵は深刻な理由ではありませんが、上述の

場合は、将来のより深刻な経営難の初期兆候となっているこ

とが多々あります。したがって、サプライヤーは、支払いが通

常の条件で行われなくなった場合を察知して対応できるよう

な社内の仕組みを構築・実施すべきです。また、顧客から支

払条件の変更を求められた場合は、サプライヤーは、以下の

ような保護措置を講じることができます。 

Protect Yourself 自社を保護する 

Once the signs of potential distress have been 

identified, there are a number of actions that can be 

taken to minimize (or at least mitigate) exposure in the 

event of a more serious adverse event down the road, 

such as a bankruptcy filing, foreclosure, or similar 

scenario. 

経営難の兆候が確認された場合、今後、破産申請、抵当権

実行等、一層深刻な事態が生じる場合に備えて、リスクを最

小限に抑える（あるいは少なくとも軽減する）ための措置がい

くつかあります。 

Some of the most common protective actions are 

identified below; these actions are not mutually 

exclusive, and may be more effective when combined. 

Conversely, not all of these will be available or 

appropriate to address a given scenario.  A vendor or 

supplier considering taking action should consult with 

counsel to determine which of these will be most 

effective to suit its specific needs. In addition, this list is 

geared towards customers that, while experiencing 

financial distress, have not filed for bankruptcy. Once a 

customer has filed for bankruptcy (which is discussed 

briefly below), one should not do anything without 

consulting with counsel first, as there may be significant 

penalties for taking certain actions with respect to a 

最も一般的な保護措置をいくつか以下に挙げますが、これら

の措置は複数講じることを禁じられているものではなく、複数

組み合わせることで、より効果が大きくなる場合があります。

逆に、あるケースに対応するのに、このような措置の全てが

利用可能又は適切というわけでもありません。措置を講じる

ことを検討しているベンダーやサプライヤーは、個別具体的

なケースに、いずれの措置が最も効果的か判断するため弁

護士に相談すべきです。なお、このリストは、経営難に陥って

いるものの、破産申請を行うには至っていない顧客を対象と

しています。顧客が破産申請を行った場合（以下で簡単に説

明しています）、何よりもまず先に弁護士に相談しなければな

りません。破産状態にある債務者について破産裁判所の許

可なく一定の行為を起こすことに対しては厳しい罰則が適用

される可能性があります。 
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debtor in bankruptcy absent leave of the bankruptcy 

court. 

 Truncate Trade Terms.  One of the simplest 

steps that can be taken is to seek truncated trade 

terms, such as cash in advance or cash on 

delivery.  Not only does this provide suppliers with 

certainty of payment, but it also mitigates 

preference risk (that is, the risk that a bankruptcy 

trustee will seek to claw back any payments as 

avoidable preferences). Tightening of trade terms 

may require revisions to existing contracts; in 

consideration for shortening the payment periods, 

however, a supplier could offer the customer 

discounts or other incentives. To the extent that a 

supplier negotiates new contracts with at-risk 

customers, those contracts could permit the 

supplier to change payment terms either at will or, 

in its sole discretion, upon certain triggering 

events (such as hiring of restructuring advisors, a 

missed interest payment, or defaults under other 

contracts). 

 取引の支払条件を短縮する。  最も簡単に講じること

ができる措置のひとつが、代金前払いや代金引換等、

支払条件の短縮化を求めることです。支払条件の短縮

化により、サプライヤーは確実に支払いを受けることが

できるようになるのみならず、優先的破産債権に係るリ

スク（すなわち、破産管財人が、偏頗行為の否認により

支払金を回収しようとするリスク）を軽減することができ

ます。取引条件を厳格化するためには、既存の契約に

修正を加えなければならない場合があります。あるい

は、サプライヤーとしては、支払期間の短縮の対価とし

て顧客に対して割引その他のインセンティブを示すこと

も考えられるでしょう。サプライヤーがリスクのある顧

客と新たな契約の交渉を行うのであれば、その限りに

おいては、契約によって、サプライヤーは支払条件を

任意に変更するか、あるいは一定の事由（リストラクチ

ャング・アドバイザーの雇用、利息の滞納、他の契約の

債務不履行等）が生じた場合には単独の裁量で支払

条件を変更できます。 

 Obtain Credit Support. To the extent available, 

one might seek guarantees of payment from a 

customer’s parent corporation, an equity 

sponsor/majority shareholder, or an affiliated 

company, special purpose entity, or joint venture. 

These entities may be less likely to default on their 

obligations or file for bankruptcy, whether due to 

reputational risks or, in the case of special 

purpose entities, because they are prohibited by 

their governing documents from seeking 

bankruptcy protection. Credit support may also be 

obtained through a letter of credit. 

 信用支援を得る。  可能な限り、顧客の親会社、持分

保有者・主要株主、関連会社、特別目的会社又は合弁

会社に支払いの保証を求めるという方法もあります。

親会社等これらのものが債務不履行に陥ったり、破産

申請を行ったりする可能性は顧客に比べて低い可能

性があります。なぜなら、これらは信用力の低下をおそ

れ、また、特別目的会社の場合は破産申請による保護

を求めることが定款等で禁じられているからです。ま

た、信用状により信用支援を受けることもできます。 

 Seek Guarantees from Related Entities. If the 

customer is part of a larger corporate family, it 

may be possible to obtain guarantees from the 

customer’s affiliates—ideally, those that are 

operating entities or that hold substantial assets. 

In the event of a subsequent insolvency, claims 

against guarantor entities will be structurally 

senior; that is, they will need be satisfied before 

creditors of the corporate parent can obtain a 

recovery on the guarantor’s assets.  To the extent 

that the customer is the corporate parent, then a 

supplier could instead seek guarantees from the 

 関係会社による保証を求める。  顧客が企業グルー

プの一員である場合は、当該顧客の関連会社、理想を

いえば運営企業や顧客企業の資産の相当な部分を保

有する企業の保証を得ることもできるでしょう。後に親

会社が支払不能に陥った場合も、構造上、法人たる保

証人に対する債権は上位債権となり、親会社の債権者

が保証人の資産から債権回収を行う前に弁済されるこ

ととなります。なお、顧客企業が親会社である場合は、

サプライヤーは、当該顧客企業の子会社に保証を求

めるか、債務者を運営企業とする建付けになるように

契約を修正することを検討すべきかもしれません。 
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customer’s subsidiaries or modify its contracts 

such that the obligor is the operating entity. 

 Impose a Credit Limit. For high-volume 

customers that purchase on credit, suppliers may 

also consider imposing an aggregate credit limit to 

reduce exposure.  Once that limit is reached, then 

truncated payment terms may take effect (e.g., 

five- or ten-day payments in arrears, cash on 

delivery) or future shipments may cease until any 

outstanding balances have been paid. 

 信用限度を設定する。  信用取引で購入する大口顧

客については、サプライヤーは、リスク軽減のため、信

用限度の総額を設定することを検討してもよいでしょ

う。信用限度に達すると、支払期限が短縮されるか（納

品後5日又は10日以内の支払い、代金引換等）、又は

支払残高が完済されるまでその後の出荷が停止され

るようにすることもできます。 

 Obtain a Security Interest.  Obtaining a security 

interest in customer assets—such as on accounts 

receivable—provides very strong protections to a 

supplier, as those security interests are property 

rights that must be respected in bankruptcy. Any 

such security interest would have to comply with 

the contracts that govern a customer’s bank loans 

or bond indebtedness, which often restrict the 

property that a customer may pledge to secure 

obligations to other creditors; a failure to comply 

with these restrictions could trigger a default, 

leading to serious adverse consequences (e.g., 

commencement of bankruptcy or foreclosure 

proceedings). Further, the supplier should consult 

with counsel to ensure that any security interest 

agreed to by the customer is properly perfected. 

This is necessary to ensure the supplier has 

priority with respect to the relevant assets vis-à-vis 

all other creditors, and is often as simple as filing 

a financing statement with the secretary of state. 

 担保権を設定する。  売掛債権等の顧客資産への担

保権の設定は、サプライヤーにとって非常に強固な保

護となります。このような担保権は破産手続中におい

ても別除権とされる財産権であるためです。この担保

権は、顧客の金融機関からの借入れや債務証券につ

いて定めた契約に従う必要があり、多くの契約は、他

の債権者に対する債務を担保することを目的として顧

客が財産に質権を設定することは制限されています。

違反した場合、債務不履行となって深刻な事態（例え

ば、破産手続や担保権実行手続の開始）を招く可能性

があります。更に、サプライヤーは、顧客が設定に同

意した担保権の対抗要件が確実に具備されるよう、弁

護士に相談すべきです。これは、サプライヤーが、関

係する資産について他の全ての債権者に対して優先

する地位を確保するために必要な措置ですが、多くの

場合、州務長官に担保登記に関する書面を提出すると

いうような簡単な手続きで済みます。 

 Explore Availability of Set-Off. Finally, to the 

extent that it has outstanding monetary obligations 

owed to a customer, a supplier may be entitled to 

offset those liabilities against any amounts owed 

by the customer. Parties should consult with 

counsel before exercising any right of set-off or 

recoupment, as these may occasionally be the 

subject of litigation by a trustee in bankruptcy; 

however, generally speaking, a valid set-off right 

that is exercised prior to a bankruptcy filing will be 

respected under the Bankruptcy Code. 

 相殺できないか検討する。  最後に、顧客に対する未

払残高があれば、サプライヤーは、自社に対する顧客

の債務とその債務を相殺することができるかもしれま

せん。当事者は、相殺又は支払留保に係る権利を行

使する前に弁護士に相談すべきです。このような行為

に関し、破産管財人から提訴される場合があるからで

す。ただし、一般的には、破産申請前に行使される有

効な相殺権は連邦破産法上認められています。 

What to Do If a Customer Files for Bankruptcy 顧客が破産を申請した場合、何をすべきか 

A supplier that takes one or more of the steps outlined 

above should (hopefully) be well positioned in the event 

that a customer ends up filing for bankruptcy. However, 

上記の措置をひとつでも講じているサプライヤーは、顧客が

破産を申請することになっても、（願わくば）有利な位置にい
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there are additional protections that may be available 

once the bankruptcy has commenced. 

るはずですが、このほかにも、破産手続が開始された後も利

用可能な保護措置があります。 

Many debtors, for instance, seek approval via “first day 

motion” to pay the prepetition claims of so-called “critical 

vendors” at the outset of the case; to the extent that a 

supplier provides a good or service that is crucial to the 

customer’s operations, it is possible that the debtor will 

grant such supplier critical vendor status. To the extent 

one has shipped goods to the debtor within 20 days 

prior to the bankruptcy filing (and has not yet received 

payment), those claims are generally entitled to priority 

of payment ahead of other unsecured claims. In 

addition, mechanics’ or materialmen’s liens that could 

be asserted by a supplier under state law will generally 

be enforceable in the bankruptcy (increasing the chance 

that associated claims will be paid). 

一例として、債務者の多くは、破産手続の開始時に、いわゆ

る「重要なベンダー」に対する破産申請前の債務の支払いに

ついて、「ファースト・デイ・モーション（first day motion）」によ

り承認を求めます。サプライヤーが顧客の事業運営にとって

重要な物品又はサービスを提供している限りにおいて、債務

者は、当該サプライヤーに対して「重要なベンダー（crucial 

vendor）」の資格を与えることができます。破産申請前 20日

以内に債務者に物品を出荷している場合（かつ、その支払い

を受領していない場合）、その債権については、通常、他の無

担保債権に優先して弁済を受けることができます。また、州

法に基づきサプライヤーが主張することができる職人のリー

エン（mechanics’ lien）又は材料サプライヤーのリーエン

（materialmen’s lien）に関しては、破産時にも行使することが

できます（これに伴い、関連債権についても弁済を受けられる

可能性が高まります）。 

Suppliers should consult with counsel to determine 

whether one or more of these are available and 

appropriate for the particular situation. 

サプライヤーは、ある具体的な状況において、上記のひとつ

又は複数の措置を講じることの可否及び適否について、弁護

士に相談すべきです。 

Conclusion まとめ 

Although the failure of a key customer or other 

contractual counterparty may be out of a supplier’s 

control, the proactive measures outlined above may 

help to mitigate the negative impact of such a failure on 

the supplier’s business. These tips are to an extent 

evergreen, and are prudent actions to take at any stage 

of the business cycle. They are made all the more 

important, however, in light of the extraordinary 

economic dislocation that has occurred as a result of the 

ongoing COVID-19 pandemic. 

重要な顧客その他契約の相手方の不履行をサプライヤーが

コントロールすることはできませんが、上に挙げた未然防止

措置は、そのような不履行がサプライヤーに与える悪影響を

軽減するのに役立つ可能性があります。本稿でご提案した措

置はある程度汎用性があり、景気循環のいかなる段階にお

いてもこれに従って慎重に行動することが推奨されますが、

現在の新型コロナウイルスのパンデミックによる未曾有の経

済的混乱を考えれば、これは一層重要なものとなります。 

  

For the latest information on how to navigate potential 

business and legal challenges stemming from the 

COVID-19 outbreak, please visit Morrison & Foerster’s 

Coronavirus (COVID-19) Resource Center. The center 

provides up-to-date insights and recommendations, as 

well as key contacts across regions and practice areas. 

Please stay healthy and informed. 

新型コロナウイルスの大流行に端を発して今後生じ得る経営

課題や法的問題について、その対応方法の最新情報につい

ては、当事務所の Coronavirus (COVID-19) Resource 

Centerをご覧ください。センターでは、最新の識見及び提

言、並びに各地域・プラクティス分野の問合せ先を掲載してい

ます。どうか健康に留意し、情報収集にお努めください。 

  

*       *       * *       *       * 

https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
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For more information, please contact: 

 

Louise C. Stoupe 

Tokyo 

03 3214 6522 

LStoupe@mofo.com 

 

J. Alexander Lawrence 

Tokyo 

03 3214 6522 

ALawrence@mofo.com 

 

Andrew Meyer 

Tokyo 

03 3214 6522 

AMeyer@mofo.com 

コンタクト 

 

矢倉 千栄 

東京 

03 3214 6522 

CYakura@mofo.com  

 

寺澤 幸裕 

東京 

03 3214 6522 

YTerazawa@mofo.com 

 

  

About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 

 

https://www.mofo.com/people/louise-stoupe.html
mailto:LStoupe@mofo.com
https://www.mofo.com/people/j-lawrence.html
https://www.mofo.com/people/j-lawrence.html
mailto:ALawrence@mofo.com
https://www.mofo.com/people/andrew-meyer.html
https://www.mofo.com/people/andrew-meyer.html
mailto:AMeyer@mofo.com
http://www.mofo.jp/attorneys/mofolo/chie_yakura.html
mailto:CYakura@mofo.com
http://www.mofo.jp/attorneys/ito_mitomi/yukihiro_terazawa.html
mailto:YTerazawa@mofo.com
http://www.mofo.com/
http://www.mofo.com/

