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メイヤー・ブラウン法律事務所は、世界
有数の国際法律事務所として世界中の大
手企業や金融機関に対し、高度な取引や
紛争に関してアドバイスを提供していま
す。4大陸のすべてにおいて活動拠点を展
開しており、また世界の3大金融センター
であり、世界経済の根幹をなすニューヨ
ーク、ロンドン、香港にそれぞれ約200人
以上の弁護士を置く世界で唯一の総合
法律事務所として他と一線を画します。 
当事務所の強みである金融業界への助
言を始め、あらゆる業界をまたぐ大型訴
訟や、複雑かつ高度な取引に関して豊富
な経験と実績を有します。
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メイヤー・ブラウン法律事務所は、アジアにおいて150年以上の活動実績を有し、法律事務所の中でも高
い知名度を誇っております。当事務所はアジア全域において確かな基盤を持ち、中国本土、香港、シンガポ
ール、ベトナム、そして日本にオフィスを有します。また、東南アジア諸国においても多岐に渡る案件でクラ
イアントを支援してきた長い歴史と実績があり、数多くの大手現地法律事務所とも密接な関係を構築して
きました。当事務所は、国境を超える複雑かつ大型案件に対して真摯に取り組んできました。各地域の取
引慣行や市場ルールに対する深い知見や各業界の特性に対する知識を前提として、クライアントに最善の
リーガルサービスを提供しております。取引的な側面からコーポレート、金融、ストラクチャリングに関する
助言を行うことにとどまらず、東南アジア諸国への海外投資に関し、各種税制、タックスプランニング等、
各種税務面からのサポートも行います。

本資料は、東南アジア諸国やインドへの投資を検討されている投資家の皆様に対して、注意すべき法務・
税務上の諸問題について共有することを目的としています。

本資料は海外投資、取引形態、コーポレートガバナンス、税金に適用される法規制についてよくあるご質問
についてQ&A形式でまとめました。

東南アジア諸国での投資計画に関連する問題についてのご相談は、是非メイヤー・ブラウン法律事務所及
び本資料で紹介する提携先の現地法律事務所までご連絡下さい。

mailto:pieter.deridder%40mayerbrown.com?subject=
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ベトナム
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1. 法制度

• ベトナムはフランスの大陸法に由来する社会主義法
制度を採用しており、裁判は制定法に従って審理さ
れます。原則として判例は拘束力を有しませんが、
最高裁判所は2016年の判決において、いくつかの
判例の重要性を認めました。	

• ベトナムでのM&A取引には、主に「2014年企業法」、 
「2014年投資法」、「2006年証券法（2010年改
定）」、さらには「2015年民法」と「2005年商法」が
定める一般的な法原則が適用されます。

• また、ベトナムが締約国である条約（2007年の
WTO加盟時に批准した「WTOコミットメント」を含
む）もM&A取引に適用されます。

2. 外資規制について

• 一般的に、海外投資家の現地企業の持ち株比率に
関する制約はありません。但し、一部の業種（金融
業など）については制約または規制があります。

• 海外投資家は、外国法人が完全支配する子会社、
または現地企業との合弁会社などの形態で、現地
に会社を設立することができますが、業種によって
制約があります（広告、物流、観光など）。規制対象
の業種については、別紙をご参照下さい。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家は、現地企業の株式を取得して株主に
なる他、現地企業との合弁会社または外国法人が
完全支配する子会社を設立できます。外資規制また
は制約、ベトナム人との共同事業を義務付ける業種
（広告など）、若しくはベトナム人がプロジェクトに
適した土地を所有している場合などを除き、ほとん
どの海外投資家は運営の柔軟性がある自身の子会
社を設立しています。

• 有限会社（以下「LLC」）の場合、社員は50名以下に
制限され、株式会社（以下「JSC」）の場合は3名以
上の株主が必要ですが、上限はありません。100名
以上の株主がいるJSCは上場会社の区分になりま
す。事業運営の監督を望む海外投資家には、簡素
な企業形態で取るLLCが最適です。複数の株主が
いる場合、債券や各種株式を発行できるJSCをお
勧めします。JSCの株主は株式を自由に譲渡できま
すが、会社の設立当初からの株主は株主総会（以下
「GMS」）で承認を得ない限り、設立から3年の期

1	 「Circular 78/2014/TT-BTC」第14.2条

間の間に株式を譲渡することが禁じられています。
一方、LLCの社員が株式を譲渡する際、他の社員は
先買権を行使することができます。市場価格より安
価な価格での株式譲渡は税務当局による審査を受
けるリスクがあります。1

• 株式の初回発行時の最低額面価格は1万ベトナムド
ン（以下「VND」）（約0.44ドル）です。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 単独代表者を持つSingle-member LLCの場合、
投資家は代表者を通して権限を行使し、3～7名の
代表者を持つSingle-member LLCまたはMulti-

member LLCの場合、投資家はMember’s Council

を通して権限を行使します。

• JSCの最高管理組織はGMSであり、取締役会（以下
「BOM」）がJSCの運営を行います。BOMはGMS

が任命した3～11名の取締役で構成され、任期は
最長で5年です。また、JSCの株式を10％以上、6ヶ
月に渡り保有する株主または複数の株主によって
BOMの候補者を指名することが可能です。BOMの
候補者は累積投票で選出されます。	

• 会社定款に別段の定めがない限り、JSCでGMSの
通常決議及び特別決議が可決されるには、前者の
場合は過半数、後者の場合は出席している議決権
を有する株主の65％による賛成が必要です。LLCの
Member’s Councilでは、通常決議の場合は65％、
特別決議の場合は出席している議決権を有する社
員の75％の賛成が必要です。

• 取引によってはJSCとその関係者（株主、役員及び
その関係者など）間で行われることが法律で禁じら
れており、GMSまたはBOMの承認を必要とする取
引もあります。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 一般的にM&Aには「株式譲渡」、「資産譲渡」、 
「合併」の3種類があります。ベトナムでは特定の
資産（土地及び定着物）を海外海外投資家に売却
することができないため、「株式譲渡」が一般的な
M&Aの形態となります。

• 特定業種への投資に対する法的制限及び投資に対
する規制当局からの承認にかかる時間の長さを理
由に、転換社債が一般的な投資ストラクチャーとし
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て見られます（但し、WTOコミットメントに批准して
以来、段階的に廃止されています）。

• 株式譲渡に必要な書類には、株式譲渡契約書（以
下「SPA」）または株式引受契約書、また、買収対象
企業の全ての株式を取得しない場合は株主間契約
書が必要です。

• さらに、買収対象企業や取引の形態により、規制当
局の承認が必要な場合があります。例えば、株式譲
渡の場合、海外投資家が買収対象企業の株式を過
半数以上引き受けるか取得する場合、または買収
対象企業が外資規制対象の業種（教育など）であ
る場合、計画投資省（以下「DPI」：Department of 

Planning and Investment）の承認が必要です。

• ベトナム法上、公共メディアを使用せずに100人未
満の投資家に株式の取得勧誘を行う私募の場合、
非公開会社の場合はDPI、公開会社の場合はベト
ナム国家証券委員会（「SSC」：State Securities 

Commission）が株式発行を承認しなければなりま
せん。

• 2014年投資法に従い、DPIは不備のない申請書を
受領してから15日以内に取引を承認する必要があり
ます。但し、登録手続き完了までにはそれ以上の時
間がかかる場合があります。

• 規制当局からの承認に加え、M&A取引には社内承
認や各種書類（議事録、経営陣による決議、修正さ
れた定款など）が必要です。

• 非公開会社の場合、株式の譲渡は買収対象企業の
株主名簿が更新された時点で、LLCの場合はDPIが
新しい所有者の名前を明記した会社登録証明書が
発行された時点で有効となります。一般的に非公開
会社の株式を取得した投資家に対して株式証明書
が発行されますが、ベトナム法上、株式証明書は株
式の保有を証明しません。

• クロージング後、当該取引がベトナム法に沿った
ものだと証明できる書類が必要な場合もあります
（LLCまたはJSCの修正された定款）。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について 

i. 買収対象企業に対する規制要件
 » 買収対象企業が規制対象の業種（教育や貸付な
ど）の場合、海外投資家は買収対象企業が法律
上の条件を満たし、必要なサブライセンスなどを
取得していることを確認する必要があります。

ii. 特定業種に関する規制当局の承認
 » 海外投資家は、業種によって規制当局の規制を
受ける場合があります（規制当局からの承認が
必要となる場合もあります）。例えば、商業銀行
や消費者金融会社への投資の場合はベトナム国
家銀行（以下「SBV」）、保険会社への投資の場
合は財務省（以下「MOF」）から規制を受けま
す。これらの企業に投資する場合、DPIの承認は
通常不要となります。

iii. 反トラスト要件
 » 2019年7月1日に新競争法が施行されました。新
競争法は域外適用を認め、ベトナム市場に影響
を及ぼすまたは及ぼす可能性のある国外取引に
も適用されます。さらに、ベトナムにおける公開
専門職会社や職能団体、またそれらに関連する
国内および国外の代理人、団体および個人など
に適用範囲の拡大も行われました。

 » 新競争法上、以下に該当する取引は、事前の届
け出が必要となりました。

 - いずれかの当事者のベトナム市場における資
産の合計額が1,000億VND（約4,300万米ド
ル）を超える場合

 - いずれかの当事者の前年度の売上高が1,000

億VND（約4,300万米ドル）を超える場合

 - 取引価格が500億VND（約2,150万米ドル）を
超える場合（ベトナム国内で行われる取引を
中心に計算）

 - 取引の結果、市場占有率が30％を超える場
合

 » 審査は、原則として規制当局が届け出を受領し
てから30日以内に完了しますが、より厳正な審
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査が必要な場合は、全国競争委員会（「NCC」:	
National Competition Commission）が審査を
行うため、さらなる90日間の日数がかかります。
複雑な取引の場合、さらに30日間が上乗せされ
る場合もあります。なお、NCCが当事者に追加
の情報や資料の提出を求めた場合、審査は一時
的に停止します

 » 競争法に違反した当事者は行政処分を受け、法
人の場合は違反があった市場における売上高の
10％まで、個人の場合は違反があった市場にお
ける売上高の5％の罰金が科されます。罰金に加
え、その他制裁を受ける場合もあります。

iv. 雇用
 » 労働法には外国企業のベトナム人労働者の雇用
に関する規制はありません。

 » ベトナムで労働者を雇用する場合、ベトナム人の
雇用を優先し、ベトナム人候補者に適格な人材
がいない場合、外国人を雇用できます。現地企業
（外国企業を含む）で外国人を雇用するには地
域の労働傷病兵社会省（People’s Committee 

and Department of Labour, Invalids and 

Social Affairs）の承認が必要となります。

 » 株式譲渡による買収の場合は、買収対象企業の
従業員と協議を行う必要はありません。雇用主
が変わる企業再編の場合、現行の雇用契約内容
のまま、雇用主が変更されます。

 » 事業または資産譲渡の場合、買収対象企業は
現行従業員の雇用について計画を立てる必要が
あり、取引によって従業員の労働契約が解除さ
れる場合、買収対象企業は当該従業員の失業
手当を支払わなければなりません。

 » 海外投資家は、デューディリジェンスにおいて買
収対象企業が従業員の各種社会保険などを怠
らず支払っていることを確認することが重要で
す。近年のM&Aで証明保証違反が見受けられま
す。

v. MAC条項
 » ベトナムにおけるM&Aの一般的な契約書には

MAC条項が含まれています。使用される標準的
な文言はありません。

7. 海外投資家が利用できる資金調達の方法につ 
いて

i. 概要 - 海外投資家は、ベトナムへの間接投資
を行う場合は、国内で営業許可のある銀行の
VND建ての口座が必要です。海外投資家は間
接投資用の銀行口座を1つのみ開設が可能
で、自身が名義人の海外口座から送金するこ
とが求められます。口座開設まで、本人の身元
確認や提出書類の認証または公証などの関係
で1ヶ月以上かかる場合があります。

ii. 国内融資 -	上述の通り、海外投資家はベトナ
ムの銀行口座を経由して投資する必要があり
ます。従って、海外投資家が現地で資金融資
を受けることは極めて難しいです。但し、資産
譲渡の場合、法律上では資金調達は認められ
ています。

iii. オフショアからオンショアへの融資	-	海外か
ら資金調達を受けることは複雑ではあります
が、近年では増えています。海外からの送金に
ついて、上記の制限があるため、海外からの
資金調達は直接買収対象企業に送金されま
す。加えて、株式やベトナム国内の資産に対す
る抵当権の実行が難しく、実行時にSBVから
の特別承認を要します。

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » ベトナムでの事業で得た課税対象の所得にかけ
られる標準的な法人所得税の税率は20％です 
（石油・ガスなどの一部産業ではより高い税率
が適用されます）。	

ii. キャピタルゲイン税
 » 外国人が資産を売却したことにより得たキャピタ
ルゲインには、租税条約に基づく優遇措置があ
る場合を除き、20％のキャピタルゲイン税が適
用されます。売却収益から投資費用と譲渡費用
を差し引いた額が課税対象となります。

 » 一方、公開会社または上場会社の株式売却によ
り得た所得は、売却収益の総額に対し0.1％のみ
課税されます。これは、非公開会社よりも公開会
社の形態で株式を売買するインセンティブを与
えることを目的としています。
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 » 納税は、売却について監督当局から承認を得た
日から10日以内、または承認が不要な場合
は、SPAの締結日から10日以内に納付する必要
があります。

 » 資産を売却した海外投資家は、外国通貨でベト
ナムから収益を送金する前に、送金を行う銀行
に納税処理の完了を示す必要があります。

iii. 源泉所得税
 » ローンの金利には、5％の源泉所得税が適用さ
れます。納税者は貸し手に金利を支払う前に源
泉所得分を天引きする必要があります。

 » ベトナムはいくつかの二重課税防止条約の締約
国であるため、税金の免除や軽減税率が適用さ
れる場合もあります。

 » 配当金に対する源泉所得税はありません。租税
条約に基づく税制上の優遇措置がある場合を除
き、ロイヤルティの支払いに対し、10％の源泉所
得税が適用されます。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• 海外投資家の多くは、契約から生じる紛争の解決
手段として、国際仲裁を選択する傾向があります。
一般的に外国の裁判所の判決はベトナムで執行され
ません。

• もっとも、ベトナムは1958年ニューヨーク条約の加
盟国であるため、その他加盟国の仲裁判断はベトナ
ムで執行することが可能です。非加盟国の仲裁判断
でも、ベトナムと当該非加盟国の二国間で互恵的に
執行される場合もあります。

• 外国の仲裁判断がベトナムで執行された事例は少な
いですが、執行実績は改善しつつあります。		

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• 契約書をベトナムの規制当局や裁判所に提出する
場合はベトナム語でなければなりませんが、言語に
関する規定はございません。

David Harrison 
Partner, Vietnam 
Mayer Brown 
+84 28 3513 0310 
david.harrison@mayerbrown.com

著者
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別紙
外資規制または制約対象の主な業種

流通 海外投資家は、産業貿易省の承認を得た上で、外国法人が完全支配する子会社を設立するこ
とができ、輸入または製造された商品を流通できます。外国人による持ち株比率に関係なく、
外国企業による2店舗以上の小売店を設立する場合、ほとんどの場合、経済的な観点からの
必要性の審査が行われます。

銀行 外国銀行は、SBVから承認を得た上で、3兆VND（約1億3,100万米ドル）以上の資産がある完
全子会社をLLCとして設立することができます。海外投資家によるベトナムの銀行の株式の所
有は認められていますが、海外投資家の持ち株比率は総株式の30％に制限され、1人あたりの
海外投資家（及びその関係者）の持ち株比率は20％に制限されています。ベトナムの銀行の株
式を5％以上取得する海外投資家は、収益性と資産基盤について一定の条件を満たす必要が
あります。

保険 外資系の保険会社はMOFから承認を得た上で、完全子会社を設立することができます。保険
会社は販売する保険の種類により、最低資産及び準備金についていくつかの条件が適用され
ます。

物流 外国企業が完全所有する子会社の設立が認められています。但し、一部業種においては外資
規制があり、コンテナ荷役に関しては最大50％まで、通関サービスに関しては100％未満の制
限が設けられています。

教育 海外投資家による投資は認められていますが、教育機関の最低投資資本、土地面積を含む設
備、指導プログラム、教師数、カリキュラムの承認などの条件を満たす必要があります。教育は
規制されている業種であるため、海外投資家がベトナムの教育機関の株式をわずかでも取得
する場合は、DPIに申請する必要があります。

航空 航空会社の外資比率の上限は30％です。10機までの航空機を所有する航空会社の場合、国際
線を運行するには7,000億VND（約3億米ドル）以上の資本、ベトナム国内線の運航には3000

億VND（約1億3,000億円）の資本が必要です。ベトナムの航空会社の株式を海外投資家に譲
渡する場合、当該航空会社が運営許可を受けてから2年経過していることと運輸省による承認
が条件となります。

エネルギー 再生可能エネルギー（水力、太陽光、風力）に関する投資の場合、総理大臣による電力基本計
画に含まれているプロジェクト、または含まれる予定のあるプロジェクトに限られます。上記に
加え、ベトナム国会、総理大臣、または地域の人民委員会（プロジェクトの規模と範囲により異
なります）による承認を受け、最終的に投資登録証書（以下「IRC」）が発行されなければなり
ません。IRC発行後、海外投資家はプロジェクトの運営会社を法人化することができます。



タイ
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1. 法制度

• タイの法制度は欧州の大陸法由来し、制定法に従い
審理され、判例は法的拘束力を有しません。

2. 外資規制について

• 外国人事業法（仏暦2542年/西暦1999年）（以下
「FBA」）が外国人のタイ国内での特定の事業の運
営またはサービスの提供について規制します。

• FBAが制限している事業は大きく3つに分類されま
す。（i）外国人の関与を完全に禁止する事業（土地
取引、メディア、林業など）、（ii）閣僚理事会による
承認と関連省庁の大臣の許可を必要とする事業 
（サトウキビから抽出された砂糖の製造）、塩田事
業、鉱業など）、（iii）商務省の許可を必要とする事
業（仲介業または代理業、商品・飲料の販売、ホテ
ル事業など）。

• 一方、タイ投資委員会（以下「BOI」）によって認可
を受けている外国企業の場合、制約されている事業
（上述の（ii）及び（iii）に該当する事業）に必要な
閣僚理事会による承認、関連省庁の大臣からの許
可、または商務省の許可が不要になる場合もありま
す。但し、商務省における商業登記は必要となりま
す。

• 外国人はタイで土地をリースすることはできますが、
所有することは禁じられています。BOIから承認を
受けた外国企業は、BOIが推進する事業活動に土
地を使用する場合、その土地の所有が認められる場
合があります。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 外国企業または外国人は、FBAの適用を受けること
なく、タイ企業に直接投資し、総株式の最大49%ま
で取得することができます。

• 海外投資家が特別目的会社を経由して投資する場
合、一般的にはタイ法によって設立された非公開の
有限会社が使われています。

• タイ法によって会社を設立する場合、株主が最低3

名必要です。

• 登記資本金について最低額は定められていませ
んが、株式の最小額面価格は5タイバーツ（以下
「THB」）と定められています。

• タイ企業はタイにおいて登記された事務所を構えな
ければなりません。

• 必要書類を提出し、申請書に不備がない場合、企業
の設立は1日で完了できます。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 役員の国籍に関する規定はありませんが、役員は自
然人でなければなりません。

• 会社秘書役は不要です。

• 会社の設立時に監査役を任命する必要はあり、毎年
監査役を任命する必要があります。現行の監査役を
再度任命することも可能です。

• 監査のために貸借対照表と損益計算書を作成する
必要があり、財務諸表は年度末から4ヶ月以内に開
催される株主総会に提出し、採択されなければなり
ません。

• 配当金を分配する場合、会社の準備金額が資本の
10％以上、またはそれ以上の比率で別段の定めがあ
る場合はその比率となるまで、会社は営業利益の5％ 
以上を準備金に割り当てる必要があります。会社の
清算まで、準備金を分配することはできません。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 株式譲渡も資産譲渡も行われますが、投資先企業
が不動産を所有する場合に適用される贈与税の税
率が低いため、株式譲渡のほうがより一般的に選ば
れています。

• タイにおける売買契約書（以下「SPA」）の内容は、
シンガポールや英国、香港の企業買収で締結される
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SPAと全体的に似ており、以下のような内容が盛り
込まれています。

 » 前提条件が満たされない限り、クロージングは
行われない（下記参照）

 » 売主が取引にかかる税金を補償すること

 » ディスクロージャー・レターに保証が限定されて
いるものを明記すること

 » 損害賠償額に下限と上限が設けられている

 » 前提条件として、重大な事態の変更がないこと

 » デュー・ディリジェンス用のデータルームを設け
ること

• 株式譲渡では、（i）譲渡契約に譲渡人（売主）、譲
受人（買主）、及び証人が署名し、各当事者が写し
を一部保管し、（ii）旧株式証書は無効になり、買収
対象企業が買主に新しい株式証書を発行し、（iii）
株式譲渡にかかる詳細を企業の株主名簿に記録し、
（iv）最新の株主名簿を商務省の事業開発部に提
出することによって取引が完了します。株式譲渡の
発効日は、両当事者が株式譲渡契約書に署名した
日であり、上記手続きは1日で完了することができま
す。

• BOIの承認を受けた企業に関する資産譲渡の場
合、譲渡人と譲受人がBOIに申請をすることによ
り、BOIが推進する事業を買主に譲渡することが可
能な場合があります。承認されると、譲受人はBOI

の承認を受けた企業の特権（完全子会社化または
外資比率過半数以上の投資、土地の所有など）をそ
のまま引き継げます。

• BOIの承認を受けた企業の株式を取得した場合、外
国人株主の比率と外国人株主の変更などについて
通知することが通常求められます。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について

i. 独占禁止法などに関する承認
 » タイの改正取引競争法（仏暦2560年/西暦2017

年）（以下「TCA」）が、2017年10月5日に施行さ
れました。

 » 合併の結果、事業がTCCのガイドライン上、市場
を独占する場合、合併前に取引競争委員会（以
下「TCC」）からの承認が必要です。

 » TCCから承認を得るのに、最長で90日間かかり
ます。合併が承認されたら、TCCが定めた期間お
よび条件に従って合併の手続きを進める必要が
あります。

 » TCA上、「合併」は次のように定義されていま
す。

i. 生産者間、販売者間、生産者と販売者間、若
しくはサービスプロバイダー間での吸収合併
若しくは新設合併の形態をとるもの

ii. TCCのガイドラインが定める、買収対象企業
の事業の方針、経営、運営をコントロールす
ることを目的とした、買収対象企業の資産の
全部または一部の買収

iii. TCCのガイドラインが定める、買収対象企業
の事業方針、経営、運営をコントロールするこ
とを目的とした、買収対象企業の株式の全部
または一部の直接または間接的な取得

 » さらに、市場の競争を著しく損なう合併は、合併
日から7日以内にTCCに申告する必要があります。
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ii. 雇用
 » 外国人労働者はタイで就労するには、労働省よ
り就労許可を取得する必要があります。

 » 就労許可の申請は現地の雇用者が行います。条
件として、現地の雇用者に資本金が200万THB 

（約6万円米ドル）以上あり、外国人労働者のタ
イ人労働者に対する比率が1：4を超えることが
禁じられています。

 » 株式譲渡や資産譲渡において従業員と協議す
る必要はありません。

 » 資産譲渡の場合、各従業員の同意があれば、現
行の雇用契約を存続することが可能です。実務
上の手続きとして、（i）各従業員は新雇用者との
間で雇用契約を締結し、（ii）各従業員、旧雇用
者（売主及び譲渡人）及び新雇用者（買主及び
譲受人）間で異動に関する同意書に署名し、旧
雇用者による雇用開始日から雇用期間が継続
し、雇用条件が旧雇用条件と同等またはそれ以
上であることを明確にします。

ii. MAC条項の有無（重大な事態の変更）
 » 契約の締結から取引がクロージングまで相当な
期間がある場合を除いて、重大な事態の変更を
及ぼす事由がないことが前提条件として明記さ
れることは一般的ではありません。

7. 海外投資家が利用できる資金調達の方法につ 
いて

i. 国内融資 – タイ国内の銀行は金融機関ではない非
居住者（外国企業を含む）に対し、金融資産への
投資を含む、タイでのあらゆる目的に対し融資しま
す。

ii. オフショアからオンショアへの融資 – 海外の金融
機関から融資を受けることは特に禁じられていませ
ん。返済のため、タイから国外への送金には、当該
融資に対して海外の金融機関が受け取る利息に源
泉所得税が適用されます。

iii. 外国為替管理 – 外国通貨のタイへの送金若しくは
持ち込みの金額に上限はありませんが、金額が5万
米ドルを超える場合、送金目的などを記した所定
フォームと証拠書類を併せて提出する必要があり
ます。海外へ送金する場合は、タイ中央銀行（以下
「BOT」）の承認が必要です。海外送金の承認は為
替管理規制の対象となっており、BOTはタイ国内の
銀行にこの管理業務を委託しています。

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » 課税対象所得にかけられる法人所得税の税率
は20%です。

ii. キャピタルゲイン税
 » 海外投資家がタイ企業の株式を売却したことに
より得た利益は、租税条約に基づく税制上の優
遇措置がある場合を除き、15%の源泉徴収税が
適用されます。株式の買主に納付する義務があ
ります。

 » タイ証券取引所上場企業の株式を売却して得た
利益は非課税です。

 » タイの歳入法で控除が別段の定めがない限り、
タイでの活動により得た利益（または取引による
所得）は課税の対象です。

iii. 株式譲渡税
 » タイ企業の株式の譲渡には取引価格の0.1%の
印紙税が課税されます。

 » タイ国内で譲渡契約が締結された場合、署名か
ら15日以内、タイ国外で締結された場合は、契
約書をタイ国内で受領してから30日以内に、印
紙税を納付する必要があります。

 » 印紙税の納付が株式の所有権の移転の条件で
はありませんが、納付の遅延に罰金が科される
場合があります。
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iv. 不動産譲渡税
 » 法人が不動産を売却した場合、不動産譲渡の登
記には、(i)政府の譲渡手数料（正式なアプレイ
ザル・バリューの2％）、(ii)法人源泉所得税（正
式なアプレイザル・バリューまたは譲渡価格の1％
のいずれかの金額が高い方）、(iii)	特定事業税 
（正式なアプレイザル・バリューまたは譲渡価格
の3.3%のいずれかの金額が高い方）が課税され
ます。

 » 政府譲渡手数料及び税金は譲渡登記時に、管
轄の土地管理局で支払うことになります。

v. 源泉所得税
 » タイに支店を置かない企業への利息などの支払
いには、支払者が負担する15％の源泉所得税が
課税されます。ローンまたは借金に関する手数
料、動産の使用に対するロイヤルティやサービス
料の支払いなどは、源泉所得税が課税される可
能性があります。

 » タイで事業を展開していない外国企業へのロイ
ヤルティの支払いには15％の源泉所得税が課税
され、二重課税防止協定によって軽減税率され
る場合もあります。

 » 上述の源泉所得税は、優遇租税条約によって免
除または軽減されることがあります。

vi. 配当金にかかる税
 » 企業を含む非居住者に支払われる配当金には
一律10％の源泉所得税が課税されます。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• シンガポール、香港、英国などの仲裁地での仲裁が
増えています。

• M&A取引には、一般的にタイ法が準拠法として適用
されます。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• 言語に関する規定はありません。



シンガポール
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1. 法制度

• シンガポールの法制度は英国のコモン・ロー制度に
由来します。そのため、シンガポールの法律は様々
な側面で英国法に似ています。シンガポールの会社
法の多くは英国法及びオーストラリア法の影響を受
けています。

2. 外資規制について

• 特にありませんが、規制対象の一部業界では、所有
者の名義変更に承認が必要です。

• 外国人や外国企業はシンガポールで会社を設立す
ることができます。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家が企業を買収する場合は、シンガポール
で設立した非公開の有限会社を通して行うことが一
般的です。会社は通常、1日以内で設立することがで
きます。

• 非公開の有限会社の株主数は最大50名まで限定さ
れています。

• 最低株式資本要件は1シンガポールドル（以下
「SGD」）ですが、規制対象の業種の場合、関連当
局が別途、最低払込資本要件を定めていることが
あります。

• 株式の最低額面価格に対する定めはありません。

• 非公開の有限責任会社を設立する場合、シンガポ
ール国内に登記された事務所が必要です。登記は
会計企業規制庁（以下「ACRA」）で行う必要があ
り、商号についてはACRAの承認を受ける必要があ
ります。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 登記後、会社設立日から半年以内に取締役、株主、
会社秘書役を最低1名ずつ任命する必要がありま
す。

• 取締役の少なくとも1人は「シンガポールにおける通
常の居住者	(ordinarily resident in Singapore)」で

なければなく、(i)シンガポール国民、(ii)シンガポー
ルの永住者、(iii) EntrePass（起業家ビザ）保有者、
または(iv) Employment Pass（就労ビザ）保有者が
含まれます。この要件を満たす人材を提供するバッ
クオフィス代行会社などがあります。	

• 取締役は個人でなければなりません。

• 会社秘書役は、シンガポールが主たる居住地、また
は唯一の居住地である個人でなければなりません。

• 企業は会社設立日から3ヶ月以内に監査役を任命し
なければなりません（但し、監査が免除される場合
はその限りではありません）。

• 会社の登記手続きは電子化されているため、会社設
立は1日で完了することも可能です。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 株式譲渡も資産譲渡のいずれも行われますが、株式
譲渡のほうがより一般的です。

• シンガポールにおける売買契約書（以下「SPA」）の
内容は、英国や香港企業の買収で締結されるSPA

と全体的によく似ており、以下のような内容が盛り
込まれています。

 » 前提条件が満たされていること（下記参照）

 » 売主が取引にかかる税金を補償すること

 » ディスクロージャー・レターに限定されている保
証内容を明記すること

 » 損害賠償額に下限と上限が設けられている

 » 前提条件として、重大な事態の変更がないこと

 » デュー・ディリジェンス用のデータルームを設け
ること

• 表明保証保険の利用が増えています。

• 株式譲渡のクロージング時には、譲渡証書と株式証
書が発行され、ACRAが管理する電子登記簿上の
株主名が会社登記官によって更新された時点で株
式譲渡が有効となります。登記簿にはACRAに最新
の株式名簿を提出した日が反映され、手続きは1日
以内に完了することが可能です。	
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6. クロージング前に成就すべき前提条件について

i. .競争法などに関する承認
 » シンガポールでは合併の届け出は任意となって
おり、署名またはクロージング前に承認を得る必
要はありませんが、競争法の規制などを考慮す
る必要があります。

 » シンガポール競争法委員会（以下「CCS」）は、
合併のすべての当事者に対し、CCSが定めたガ
イドラインに照らし、当該合併の届け出が必要で
あるか否かを判断するよう要求しています。

 » 政府が設定した下記の目安を超え、当該合併に
より競争が著しく損なわれると合併当事者が判
断する場合は、クロージング前に当局に届け出
ることを強くお勧めしています。

 - 合併後に市場の40％以上のシェアを占める
場合

 - 合併後に市場の20～40％のシェアを占め、
当該市場のトップ3の企業が市場の70％以上
のシェアを占める場合

 » CCSは、第一フェーズの審査（約30日間）で判断
する場合があります。さらなる審査が必要な場
合、第2フェーズの審査が行われます（約120日
間）。

 » CCSは、中小企業（前年度のシンガポール国内
での売上高が500万SGD（約380万米ドル）未
満、または世界全体での売上高が5,000万SGD 

（約3,700万米ドル）億円未満）の合併に対して
審査を行うことはほとんどありません。

 » 但し、CCSは競争法に基づき、上述の基準に該
当しない合併でも、競争法上に抵触する恐れが
ある合併に対して審査を行う権限を有します。

 » CCSはシンガポール市場における競争に「明らか
な悪影響	(appreciable adverse effect)」を及
ぼす企業に対して適切な措置を執行する権限を
有します。例として、罰金、合併の中止、合併の解
消または合併のCCSが指定する形態への変更、
独占の回避または独占による影響を緩和するこ
とを目的とした合意書の締結、特定業務の廃止、
資産・株式の処分などが挙げられます。

ii. 雇用 
 » シンガポールでは、外国企業が国内で労働者を
雇用することについて制約や規制を設けており
ませんが、外国人の雇用に関しては特定の条件
を定めています。

 » シンガポール人の雇用を保護する政府の取組の
一環として、月収3,600～12,000SGD（約2,660

～8,870米ドル）の職種に対し、雇用人数の上限
はありませんが、雇用者はある一定の職種につ
いては外国人労働者を募る前に、シンガポール人
を募る必要があります。上記の基準を満たない
低賃金の仕事は、職種によって外国人労働者の
雇用人数の上限が設けられています。

 » 株式譲渡の場合、従業員と協議を行う必要はあ
りません。

 » 資産譲渡の場合、各従業員の雇用契約は被買
収対象企業にて存続します。但し、基本月収が
4,500SGD（約3,330米ドル）以上のマネージャ
ーまたは管理職など、労働法の対象外となる従
業員はこの限りではなく、個別に被買収対象企
業と新たな雇用契約を締結する必要がありま
す。

 » 外国人労働者はシンガポールで就労するには労
働省が発行する有効な就労許可を取得する必要
があります。業種によって就労許可の種類は異な
り、就労許可取得まで、申請から約1～4週間か
かります。

 » 外国人または外国法人が住宅用不動産を購入す
る場合、事前に政府の承認を得る必要がありま
す。産業用または商用不動産は、政府による承
認を得ることなく購入することが可能です。

iii. MAC条項の有無（重大な事態の変更）
 » 契約の締結から取引がクロージングまで相当な
期間がある場合を除いて、重大な事態の変更を
及ぼす事由がないことが前提条件として明記さ
れることは一般的ではありません。
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7. 海外投資家が利用できる資金調達の方法につ 
いて

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » 国内企業の課税対象所得にかけられる標準的
な法人所得税の税率は17%です。シンガポール
は準源泉地国課税制度を採用しており、所得税
が免除される配当金または外国支店の営業収益
以外であれば、シンガポール国内で受領しない
国外源泉所得に対して課税はございません。

ii. キャピタルゲイン税
 » シンガポールでは、キャピタルゲインは課税対象
ではございません。

 » 一方、シンガポールの所得税法で税金控除が別
段明記されていない限り、シンガポール国内で得
た収益は課税の対象です。	

iii. 株式譲渡税
 » シンガポールで設立された企業の株式譲渡と関
連するあらゆる書類（株式譲渡契約書、株式譲
渡証書、株式資本モーゲッジ契約書など）には
印紙税が適用されます。税率は、1株当たりの支
払い対価または1株当たりの純資産評価額のうち
いずれかの高い金額に対して0.2％です。

 » シンガポール国内で株式譲渡契約が締結された
場合、契約書に署名してから14日以内、シンガポ
ール国外で署名された場合、契約書をシンガポ
ール国内で受領してから30日以内に、契約書に
印紙税を納付する必要があります。

 » 場合によっては社内再編または合併は、免税申
請を行うことによって、印紙税の納付が不要にな
ります。

iv. 不動産譲渡税
 » 不動産に関する賃貸契約書、譲渡契約書（不動
産売買、取得、処分など）、ローン契約を含むあ
らゆる書類には印紙税が課税されます。

 » 税率は、最初の18万SGD（約13万3000米ドル）
までは1％、その次の18万SGDまでは2％、以降 
3％が適用されます。一部の買主または売主は、
購入者印紙税や購入者追加印紙税（以下
「ABSD」）、販売者印紙税が課税される場合が
あります。

 » ABSDの税率は、総取引価格の15％であり、購入
者印紙税に加えて支払う必要があります。但
し、ABSDは住宅用不動産対象で、商用不動産
には課税されません。

v. 源泉所得税
 » シンガポールに支店を置かない企業への利息な
どの支払いには、支払者が負担する15％の源泉
所得税が課税されます。ローンまたは借金に関
する手数料、動産の使用に対するロイヤルティや
サービス料、科学または産業技術の使用に関す

i. 国内融資 –	金融機関ではない非居住者（外
国企業を含む）は、国内でのあらゆる目的に
対し（金融資産への投資を含む）現地銀行よ
り融資を受けることができます。

ii. オフショアからオンショアへの融資	-	非居
住者に対する海外からの融資は認められて
いますが、当該融資に対して海外の金融機
関が受け取る利息には源泉所得税が課税さ
れます。

iii. 為替管理	-	非居住者は金額の制限を受ける
ことなく、現地通貨または外国通貨を国内
銀行口座に保有でき、海外送金に関する金
額の制限などもございません。
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る支払いなどは、源泉所得税が課税される可能
性があります。

 » 非居住者に対するロイヤルティの支払いには 
10％の源泉所得税が課税されます。

 » シンガポールは株主の居住地に関わらず、配当
金に対して源泉所得税を課していません。

 » シンガポールは約90か国と優遇租税条約を締結
しており、上述の源泉所得税は、優遇租税条約
によって免除または軽減されることがあります。

vi. 配当金にかかる税
 » シンガポール企業から受け取った配当金は所得
税の課税対象ではありません。一方、国外の企
業からシンガポールで受け取った配当金（配当
金がシンガポールに持ち込まれた場合、シンガ
ポールに居住する受取人のシンガポールにある
銀行口座に振り込まれた場合、特定の事情によ
りシンガポールで受け取ったとみなされる場合
などが含まれる）には17％の所得税が課税され
ます。但し、国外の企業からの配当金が所得税
法に基づき所得税が免除されるものである場合
は、その限りではありません。

 » 国外の企業からの配当金が課税から免除される
には、当該配当金が（i）標準所得税	(Headline 

tax rate)	が15％以上の国にある企業が支払い、
（ii）配当金が当該国の課税を受けた所得から
支払われたものであり（当該所得に対する税率
は15％である必要はなく、上記税率は所得税や
配当金に課税される源泉所得税などが挙げられ
ます）、（iii)	シンガポール内国歳入庁の税務調
査官が、当該免税がシンガポール居住者に対し
て利益をもたらすことを判断する必要がありま
す。

 » 上記の条件を満たさない国外の持ち株会社の
配当金について、税金が軽減される場合もあり
ます。ただし、シンガポール支社がシンガポール
に実体を持ち、配当金を支払う会社が上記の三
つの条件を満たす必要があります。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• シンガポールが仲裁地として選択される件数が増え
ています。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• 言語に関する規定はありません。

Ashok Kumar 
Partner 
Blackoak LLC 
+65 6521 6747 
www.blackoak-llc.com

Darius Tay 
Partner 
Blackoak LLC 
+65 6521 6741  
www.blackoak-llc.com

著者
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1. 法制度

• インドネシアの法制度はオランダの大陸法制度に由
来し、1945年の憲法に基づき、植民地時代に制定さ
れた各種法規を大方維持しつつも、法律によっては
段階的に改定されてきた歴史があります。

• M&Aに関連する最も重要な2つの法規は民法と
2007年有限会社法（以下「会社法」）です。民法第
1338条は契約自由の原則について定め、それに基
づき、売買契約書（以下「SPA」）及び株主間契約書
（以下「SHA」）などのM&Aに必要な契約を締結す
ることができます。

2. 外資規制について

• 海外投資家によるインドネシア企業への投資は
2007年投資法（以下「投資法」）によって認められ
ていますが、かなり広範な規制を受けます。有限会
社はインドネシア語で「perseroan terbatas」（以下
「PT」）と称され、海外投資家がPTの株式を直接
または間接的に取得する場合、インドネシアの投資
調整庁（Badan Koordinasi Penanaman Modal、
以下「BKPM」）から事前の承認を受ける必要があ
ります。BKPMは投資法に基づき、直接的または間
接的に外国人株主を有する企業を監督する権限が
あります。

• BKPMからの承認を得たPTは、Perseroan Terbatas 

Penanaman Modal Asing（以下「PMA」）に区分さ
れ、PMAは外国人株主の比率に関わらず、直接的ま
たは間接的な外国人株主を有する限り、BKPMの監
督下に置かれます。その後行われるPMAの株式の
直接的な購入または引き受けにはBKPMの承認が
必要です。

• 外国からの投資が確実である場合、新規でPMAを
設立することも可能ですが、予定されている株主は
設立前にBKPMから承認を得る必要があります。承
認後、通常の手続きで会社を設立できます。PMAが
承認を受けると、その後の株式譲渡もBKPMの承認
が必要となります。

• PMAは、「ネガティブリスト」として知られる海外投
資家に対して閉鎖または条件付きで開放されてい
る事業分野を列挙する2016年大統領規制第44号
によって事業活動が規制されます。

• PTは複数の事業を行うことができます。PMAも理
論上は複数の事業を行えますが、実際には、1つの
主要事業（若しくは関連する複数の事業）のみ行

うことが承認される傾向にあります。インドネシア
では標準産業分類（Klasifikasi Baku Lapangan 

Industri、以下「KBLI」）に基づき、産業が分類さ
れ、ネガティブリストは外国投資に対して閉鎖され
ている事業分野、または部分的或いは条件付きで
開放している事業分野のKBLIを列挙しています。例
えば、10メガワット以上の発電事業を行うPMAは外
資比率を最大95％まで許可していますが、2つ星ま
でのホテルの場合、最大外資比率を67％に制限し
ています。小売など一部の事業は外資を一切認めて
いません。

• インドネシア国籍の株主がPMAの株主であり、当該
インドネシア株主の株式を外国投資家が直接また
は間接的に保有している場合、当該インドネシア国
籍の株主は海外投資家にみなされます。例えば、イ
ンドネシア国籍の株主Aが60％、インドネシア国籍
の株主Bが40％を保有するPT（以下「ターゲット」
）の場合、株主Bが保有株式をシンガポールに居住
する海外投資家に売却すると（BKPMからの承認を
受けたものとする）、ターゲットはネガティブリスト
上、外国人株主比率が40％になります。その後、別
の海外投資家が株主Aが保有している株式の10％
を購入すると、(i)株主AはPMAおよび（ii）ネガティ
ブリスト上では外国企業とみなされます。例では、
インドネシア人の株主比率は54%であるにも関わら
ず、ターゲットは外国企業とみなされるのです。従っ
て、PMAの株式保有率の間接的な変更（親会社の
株式の譲渡など）はBKPMにより規制されていませ
んが、外国人投資家によるわずかな投資がある場
合、影響を考える必要があります。

• ネガティブリストは外資規制の一部に過ぎず、業種
ごとに規制も存在します。例えば、鉱業に関して 
は外国人株主比率の制限が別途定められています
（ほとんどの生産業は外資比率が49％に制限され
ています）。また、投資がネガティブリストで開放さ
れているにも関わらず、稀にBKPMの裁量で投資の
承認を拒否する場合があります。

• この制約の解決策とも言える「ノミニー制度」に対
し、インドネシア政府は明示的に制限しようとしてき
ました。例えば、投資法はある個人が他に代わり、
株式を保有することを禁止しています。一方、投資
法はこの規制に関して詳細な解説をせず、解釈は
政策によって変わると考えられます。ただし、ネガテ
ィブリストの規制を避けることを目的として、インド
ネシア人が外国人に代わって株式を保有することを
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禁止しているという点は明白です。公開会社であれ
ば、インドネシアの金融サービス庁（Otoritas Jasa 

Keuanganor）による規制を受けます。

• BKPMはPMAに必要なすべての営業許可を付与す
るプロセスを一元管理する方向で調整を行ってい
ます。政府はBKPMに一部の営業許可の発行を委
託し、BKPMを支援するために職員を派遣していま
す。	

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 原則として、海外投資家は海外またはインドネシア
の組織を通してインドネシア企業に投資することが
できます（本章2.の要件が適用されます）。インドネ
シアにある外国企業の子会社を経由して投資して
も、外資比率を下げることにはなりません。

• 会社法は、PTの払込資本金の最低額を当該会社の
授権資本の25%と定めています。授権資本について
は、PTは5,000万インドネシアンルピア（以下「RP」）
（約3,800米ドル）以上、PMAは25億RP（約19万米
ドル）以上と、それぞれ定められています。

• さらに、PMAは初期における投資計画（融資や株
式による資金調達計画を含む）について、BKPMの
承認を得る必要があります。BKPMは、PMAが初め
ての外資投資を受けたときに暫定的なライセンスを
発行します。承認を受けた投資計画に基づき、実際
に投資が行われると、正式なライセンスが付与され
ます。例えば、BKPMによって認められた投資計画
上のプロジェクトに投資し、当該プロジェクトが完
成し、運営が開始されれば、BKPMに正式なライセ
ンスを申請できます。将来的な投資または投資計画
の変更は、すべてBKPMから承認を得る必要があり
ます。

4. PMAに適用される重要なコーポレートガバナン
ス事項について

• PMAは投資登録（Pendaftaran Penanaman 

Modal）をBKPMから取得しなければなりません 
（上記参照）。

• すべてのインドネシア企業は定款などを含む設立
証書を公正証書として作成し、法務人権省（以下
「MOLHR」）に提出する必要があります。MOLHR

の登記簿には、インドネシアにおける全ての企業が
登記されています。

• すべてのインドネシア企業は少なくとも株主2名、取
締役1名、理事1名が必要です。

• 取締役会は定款で明記された制限事項を除き、会
社を代理する執行権を有し、理事会によって監督さ
れます。

• すべての取締役及び理事は個人でなければなりま
せん。

• すべてのインドネシア企業は法人格が付与されてか
ら60日以内に株主総会（以下「GMS」）を開催し、
会計年度末から6ヶ月以内に年次GMSを開催しな
ければなりません。臨時株主総会は定款で定めら
れた手続きに従い、または必要に応じて開催できま
す。

• インドネシア企業は年次GMSで次回年次GMSまで
就任する監査人を任命しなければなりません。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• インドネシアでは資産譲渡よりも株式譲渡が一般的
です。

• 株主間で取締役と株主の保留事項を列挙した株主
間契約を締結することも一般的です。インドネシア
では、会社の定款は公証人連合会の標準テンプレ
ートの内容に従う必要があり、一般的な株主間契約
の内容を十分に網羅したものではないため、定款を
補うために株主間契約は重要となります。なお、テ
ンプレートは取締役と株主の保留事項の取り決め
について認めています。また、ノミニー制度が注視さ
れる中、少数派の外国人株主が企業の運営につい
て一定のコントロールを維持する上でも株主間契約
は重要な役割を果たします。

インドネシアにおける株式譲渡契約書（以下
「SPA」）の内容は、コモン・ロー国での企業買
収で締結されるSPAと全体的によく似ています。
以下の契約内容が見受けられます。

• 前提条件が満たされていること（下記参照）

• 売主が税金を補償すること

• ディスクロージャー・レターに限定されている
保証内容を明記すること

• 損害賠償額に下限と上限が設けられている
こと

• デュー・ディリジェンス用のデータルームを設
けること



メイヤー・ブラウン法律事務所    |    25

• 株式譲渡のクロージングでは、株式の取得を示す公
正証書が署名され、買収対象企業は新しい株式証
書を発行し、株主名簿が更新されます。インドネシ
アでは、上記公正証書は場合によっては「SPA」と
称され、売買契約は「条件付き売買契約（CSPA）」
と称されることがあります。株式譲渡は、売主と買
主が公正証書に署名した時点で有効となりますが、
買収対象企業は株式の譲渡について、公証人を通
してMOLHRに通知を行う必要があります。MOLHR

が通知を受領、場合によっては譲渡を承認すると、
第三者に対しての対抗要件が成立します。MOLHR

のシステムは公証人のみにアクセス権が与えられて
いるため、手続きは公証人が行います。システム上
のデータが使用中の場合、他の公証人がそのデー
タをアクセスできないことがあります。MOLHRが通
知を受領または譲渡を承認するまで株式の対価を
支払わないことが望ましく、もし事前の支払いが必
要であれば、エスクローに預けることが考えられま
す。ただし、この場合、公正証書が署名されたにもか
かわらず代金が支払われていないため、未納のリス
クが生じます。リスクを最小限に抑えるには、公証人
による迅速な作業が重要となります。取引の融資を
行う金融機関は、MOLHRの手続きが完了するまで
融資を行わないことが一般的です。

• MOLHRはシステムに登記された法人による申請し
か認めないため、株主名に基づく申請は却下されま
す。

6. クロージング前に成就すべき前提条件

• BKPM及び各業種を管理する規制当局から承認を
得ていること。

• 破産や不可抗力に至る事由がないこと。

• 重大な事態の変更を及ぼす事由がないこと（各取引
により異なります）。

• 退職金が支給されていること（下記参照）。

• インドネシアに駐在する外国人の取締役または従業
員の就労許可を得ていること。海外に拠点を置く貿
易会社の取締役が税関登録番号を取得するために
就労許可が必要な場合もありますが、これに関する
ポリシーは変動的です。

• 契約に明記されている場合は、融資を行う金融機関
または第三者から取引について同意を得ること。

 社員の移籍及び退職金

• 買収対象企業は、買収を理由として従業員との雇用
契約を終了することはできません。経営者が変わっ
た場合（買収対象企業の過半数以上の株主の変更
など）、従業員は当該変更を雇用契約の解消事由と
みなすことが認められ、福利厚生の支払い及びその
他金銭の支払いを請求できます。勤続年数が長い
従業員（8年以上など）であれば、高額になる可能
性があります。

• 従業員は退職ではなく雇用の継続を希望する場合
が多いため、上記権利との引き換えに適切な対価が
支払われます。一般的な金額は給与の1～3ヶ月分
ですが、労働組合の関与や労働協約の締結など状
況により異なります。被買収対象企業は、上記支払
いの条件として、取引後に従業員の福利厚生や勤続
年数を初期状態に戻す目的で、従業員を一度辞職
させ、再雇用することを求める場合もあります。

• 従業員への支払いの手続きに関しては、クロージン
グの前提条件としてSPAに明記され、通常、買収対
象企業が手続きを行います。上記より生じる金銭的
な損害の分担に関しては、明確なルールはなく、被
買収対象企業と買収対象企業間で分担することも
可能です。例えば、被買収対象企業が損害額の一
定額まで負担することが考えられます。

7. 海外投資家が利用できる資金調達方法について

• インドネシア国外での融資	-	インドネシア国外の親
会社が国外の銀行より受けた融資をインドネシア国
内の子会社に融資できます（この場合、PMAへの
投資計画としてBKPMから承認を受ける必要があり
ます）。

• インドネシア国外から国内への融資	–	国外の銀行
はインドネシア国内の企業に融資でき、国外にある
親会社でも保証人になれます。

• インドネシア国内での融資	-	インドネシアで営業許
可を持つ外国の銀行またはインドネシアの銀行はイ
ンドネシア国内の企業に融資することができます。

• 一定の信用格付けがなく、外国通貨での返済に対
する一定のリスクをヘッジしない（詳細に関してはイ
ンドネシア中央銀行発行のガイドラインを参照）イ
ンドネシア企業は、外国通貨で融資を受けることは
できません。スタートアップ企業は3年間の間、親会
社の格付け実績を用いることができます。融資を受
けるインドネシア企業は、その詳細をインドネシア中
央銀行に申告する必要があります。
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8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » 法人所得税（キャピタルゲインを含む）の税率は

25%です。中小企業や公開会社の一部には軽減
された税率が適用されます。

ii.  付加価値税
 » インドネシアに輸入またはインドネシア国内で販
売される商品には10％の付加価値税（以下
「PPn」）が課税されます。国外に輸出される商
品に適用されるPPnは0％です。また、インドネシ
ア企業に提供した若しくはインドネシア企業が
提供するサービスに対しては、国内外で提供され
たにも関わらず、PPnが適用されます。

iii. 源泉所得税
 » PMAからインドネシア国外の居住者に支払われ
る配当金には、20%の源泉所得税が適用されま
す。優遇租税条約が締結されている場合、税率
が軽減される場合があります（シンガポールへ
の送金の場合、優遇租税条約によって税率は 
10％に軽減されます）。また、利息、ロイヤルテ
ィ、手数料などに源泉所得税が適用されます
が、優遇租税条約がある場合は、税率が軽減さ
れます。優遇租税条約の恩恵を受けるには、国
外企業が事業の目的などの条件を満たす必要が
あります。

iv. 株式譲渡税
 » 優遇租税条約に基づき免税となる場合を除き、
非上場のインドネシア企業の株式を売却した場
合、5％の実効税率が適用されます。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• 紛争解決手段として、多くの海外投資家が仲裁を選
択します。インドネシアの裁判所は外国の裁判所の
判決は執行しませんが、ニューヨーク条約の締約国
の仲裁判断は執行します。国際商工会議所(ICC)や
シンガポール国際仲裁センター(SIAC)を利用したシ
ンガポールでの仲裁が一般的です。仲裁判断が執
行されるためには、ジャカルタ中央地方裁判所に申
請を行う必要があります。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• インドネシア人またはインドネシア企業との契約は、
インドネシア語で締結する必要があります。他国の
法律が準拠法となる場合であっても、インドネシア
語で契約書を締結することが望ましいです。通常
は、契約書の英語版を優先し、二か国語で契約書
が締結されます。但し、インドネシアでは契約の優
先言語について判例がないため、インドネシア語の
翻訳が正確であることが重要となります。特定の契
約（建設サービス契約など）に関しては、英語版と
の相違があった場合、インドネシア語版を優先する
ことが法律で定められています。

著者
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1. 法制度

• マレーシアの法制度は、英国のコモン・ロー、イン
ド、オーストラリアの法制度に由来します。一部地域
を除き、マレーシアの法律は英国法と全体的によく
似ています。

2. 外資規制について

• マレーシアの経済は貿易が中心であり、政府は国の
経済成長には外国投資が欠かせないと認識してい
ます。

• 外国投資を促すため、かつては国内外の投資家に
対する障壁となっていた一部業種への規制を緩和
し、企業や投資家が投資しやすい環境を整える政
策を採択してきました。

• 例として、マレーシア人や地元企業を保護するために
外国企業の参入を禁止する業種を記載したネガティ
ブリストが大幅に見直されました。

• 教育、小売、ヘルスケア、物流サービスなどの業種に
おける外国企業による完全支配が認められるように
なりました。

• 2009年には、現地企業の株式の最低30%をブミプ
トラ（マレー民族）に割り当てることを義務付けてい
た「外資投資委員会によるガイドライン」も廃止され
ました。ガイドラインの廃止により、外国人及びブミ
プトラに属さないマレーシア人は、外資投資委員会
からの承認を得る必要なく、現地企業を買収または
現地企業と合併することが可能になりました。

• 但し、外国人の持ち株比率に対する制限が廃止さ
れた一部業種でも、特定省庁や規制当局の管轄下
にある現地企業を買収する際には、買収対象企業
が受けていた優遇措置が取引後にも適用されるか
判断するため、承認または審査を受ける必要があり
ます。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家が現地企業を買収する場合、非公開の
有限会社を通して行うことが一般的であり、通常、 
1～2日で設立することができます。新会社の設立を
希望しない投資家は、シェルフカンパニーを利用す
ることもできます。

• 非公開の有限会社は最大50名までの社員が認めら
れています。

• 2017年に施行された2016年会社法により、株式の
最低額面価格に対する要件は廃止されました。

• 登記簿などの書類の閲覧を可能にするため、現地に
登記された事務所を構える必要があります。

• マレーシアのすべての企業はマレーシア会社登記所
で登記し、設立前に商号の承認を受ける必要があ
ります。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 2016年会社法は、企業は少なくとも取締役、株主、
会社秘書役を最低1名ずつ有することを定めていま
す。

• 企業の取締役が1人である場合、当該取締役はマレ
ーシアに主たる住居を構え、マレーシア在住の個人
でなければなりません。

• すべての取締役は18歳以上の自然人でなければなり
ません。

• 会社秘書役は18歳以上の自然人で、マレーシア国民
若しくはマレーシアでの永住権を持つ個人でなけれ
ばなりません。

• 個人または法人を監査役に任命する場合、任命につ
いてその個人または法人の代表より書面による同意
が必要となります。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• マレーシアで最も一般的なM&A取引は、株式売買
契約（以下「SSA」）を締結して株式を譲渡する方法
です。

• 株式譲渡の場合、対価の支払いと譲渡手続きの完
了をもって、SSA上の取引が完了します。印紙税を納

SSAの内容は、シンガポール、英国、香港の企業
買収で締結されるSSAと全体的によく似ていま
す。共通点：

• 前提条件が満たされていること（下記参照）

• 株式に抵当権の設定がないことと会社の現
状について、売主が保証しなければならない

• 損害賠償額に下限と上限が設けられている
こと

• 前提条件として重大な事態の変更がないこ
と

• デュー・ディリジェンス用のデータルームを設
けること
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付し、会社秘書役が株主の登記簿を更新すること
によって、譲渡が有効となります。登記簿の更新日
はマレーシア会社登記所に最新の株式名簿を提出
した日となります。株式譲渡手続きは1日で完了する
ことも可能です。

• 契約当事者はさらに株主間契約書を締結し、各当
事者の会社における義務を明確にすることも考えら
れます。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について

i. 独占禁止法などに関する承認
 »  2010年マレーシア競争法には合併を規制する
条項はありません。従って、M&A取引の承認を
申請する義務はありません。	

 » 合併を規制する条項はありませんが、2010年競
争法が定める禁止事項に注意が必要です。2010

年競争法は（i）反競争的となる契約締結の禁止
及び（ii）支配的な市場地位の悪用の禁止の分野
で構成されています。2010年競争法の違反行為
を取り締まる執行権限はマレーシア競争委員会
が有しています。

 » マレーシア競争委員会発行のガイドラインでは、
「反競争的となる契約」を「マレーシアまたはマ
レーシアの一部において、商品またはサービスを
扱う市場の競争を著しく妨げ、制限し、或いは歪
める目的またはそれらの効果のある契約」と定
義しています。マレーシア競争委員会は企業が支
配的な市場地位を悪用しているか否かについて
も評価する場合があります。支配的な企業が次
のいずれかの行為を行うと、その地位を悪用して
いるとみなされます。

 - サプライヤーまたは顧客に不公平な購入また
は販売価格、若しくはその他の不公平な取引
条件を直接的または間接的に強要する

 - 消費者の不利益となるような方法で生産活
動、市場のアクセス、専門的または技術的開
発、投資を制限またはコントロールする

 - 特定の企業、団体、事業区分への供給を拒
否する

 - 市場への新規参入や、既存の競合他社による
市場拡大及び投資意欲を挫き、競合他社に
深刻な被害を与えるか市場から追い出し、若
しくは支配的な企業が運営する市場またはそ
の関連市場における競争に害をもたらすよ

う、同等の取引に対して異なる条件を適用し
て差別する

 - 契約の主題と無関係な条件を契約書に盛り
込むことを強要する

 - 競合他社に対し略奪的行為を行う

 - 合理的な商業上の正当な理由もなく、不足状
態の資源（商品またはサービス）を買い占め
る

ii. 雇用
 » マレーシアでは、外国企業がマレーシアで労働
者を雇用することについて制約や規制を設けて
おりませんが、マレーシアにおける外国人の雇用
に関しては、1968年雇用規制法に基づき一定の
条件が定められています。

 » 1968年雇用規制法により、有効な就労許可が発
行されている場合に限り、外国人を雇用すること
ができます。

 » 外国人は製造業、建設業、プランテーション、農
業、サービス業でのみ働くことが許可されていま
す。雇用主は外国人を雇用する前に、内務省か
ら雇用人数の上限設定を受ける必要がありま
す。

 » 1955年雇用法は、マレーシアで労働者が働く企
業またはその資産が買収された場合、労働者の
権利を保護するため一定の規定を定めていま
す。

 » そのひとつとして従業員への解雇通知があ
り、1955年雇用法が定める期間内に通知する必
要があります。但し、雇用主と従業員が合意した
期間が異なる場合は、それに応じた事前通知が
求められます。

 » 解雇通知が送付されると、雇用主にはそれ以上
の通知義務はありません。但し、従業員の雇用
契約に別段の取り決めがある場合はその限りで
はありません。

 » 1955年雇用法の適用対象外となる従業員に対
する解雇通知は、従業員ごとの雇用契約の該当
規定に従い行われることになります。

 » 企業または資産買収の結果として、従業員の雇
用契約が自動的に移行されることはマレーシア
では認められていません。

iii. MAC条項の有無（重大な事態の変更）
 » 契約の締結から取引のクロージングまで相当な
期間がある場合を除いて、重大な事態の変更を



メイヤー・ブラウン法律事務所    |    31

及ぼす事由がないことが前提条件として明記さ
れることは一般的ではありません。

7. 海外投資家が利用できる資金調達方法について

i. 国内融資 – 非居住者はマレーシアの実物部門にお
ける事業活動のための資金調達を、現地の認可銀
行または居住者からマレーシア・リンギットで無制
限の信用枠として受けることができます。実物部門
とは製造業やサービス業であり、金融業を除くすべ
ての業界がこれに含まれます。非居住者はマレーシ
アの住宅用または商用不動産のための資金調達を
行い、これを購入することができますが、土地のみ
の購入目的とした資金調達は禁止されています。

i. オフショアからオンショアへの融資 – 非居住者に対
する海外からの融資は認められていますが、当該融
資に対して海外の金融機関が受け取る利息には源
泉所得税が課税されます。　

i. 為替管理 – 非居住者は現地の認可銀行から、外国
通貨で借り入れ、マレーシアの金融機関で外部口座
をいくつでも保有することができます。さらに、外部
口座でのリンギット保有額にも制限はありません。

8. 海外投資家にとっての重要な税務条項

i. 法人税
 » マレーシアにおける企業の課税対象収益にかけ
られる標準的な法人所得税の税率は24％です。
一定条件を満たす海外で発生した収益や投資
所得は課税対象外です。

ii. キャピタルゲイン税
 » キャピタルゲインはマレーシアでは課税対象外
ですが、取引による収益であれば、課税対象とな
ります。但し、海外で発生した所得であれば対象
外です。	

iii. 株式譲渡税
 » マレーシアで設立された企業の株式譲渡と関連
するあらゆる書類（SSA、株式譲渡証書、株式資
本モーゲッジ契約書など）には印紙税が適用さ
れます。税率は、1株当たりの支払い対価または1

株当たりの純資産評価額のうちいずれかの高い
金額に対して0.3%です。

 » マレーシア国内で契約が締結された場合、契約
書に署名してから30日以内に印紙税を納付する
必要があります。

 » 場合によっては社内再編または合併は、印紙税
の適用が免除されます。但し、免税申請手続きに
は数ヶ月かかる場合があります。

iv. 不動産譲渡税
 » マレーシアは（i）不動産の売却、または（ii）不動
産の大半をマレーシア国内で所有する不動産会
社の株式の売却から得た利得に対して不動産譲
渡益税を課しています。不動産または株式の所
有年数、及び譲渡人がマレーシア人であるかによ
り（この場合は、最終的に免税となる場合があり
ます）、5～30％の税率が適用されます。さらに、
マレーシアでは国内での不動産売買に対して印
紙税が適用されます。

v. 源泉所得税
 » マレーシアでは配当金には源泉所得税が適用さ
れませんが、外国企業への支払利息に15％、外
国企業へのロイヤルティ及びサービス手数料の
支払いに10％の源泉所得税がそれぞれ適用され
ます。但し、優遇租税条約により減額される場
合があります。マレーシア国外で提供されたサー
ビスに対する外国企業へのサービス手数料の支
払いは、通常、源泉所得税対象外となります。

vi. 受取配当金
 » マレーシア企業の受取配当金は、通常、課税対
象外となります。	

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• マレーシアでの紛争解決手段として、商事仲裁が一
般的に選択されています。他の仲裁地に比べてマレ
ーシアでは仲裁費用が比較的低いこと、リンギット
安であることから、マレーシアは経済的な仲裁地と
して人気があります。

• 仲裁判断はマレーシアの裁判所で強制力を持ちま
す。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• 言語に関する規定はありません。

Tan Yee Boon 
Partner 
David Lai & Tan 
+603 7972 7968 
ybtan@dlt.my

著者
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1. 法制度

• カンボジアの法制度は大陸法系の制度で、フランス
法の影響を大きく受けています。

2. 外資規制について

• 規制対象となる一部業界では、所有者の名義変更
に事前承認が必要です。

• 外国人や外資資本の企業はカンボジアで会社を設
立することができます。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家が企業を買収する場合は、カンボジア
の非公開会社を通して行うことが一般的です。この
場合、企業設立は容易にできます。ただし、手続き
には4～6週間、企業が規制対象の業種であればそ
れ以上かかることも珍しくありません。

• 非公開の有限会社の株主数は最大30名です。

• 最低株式資本要件は400万カンボジアリエル（以下
「KHR」）（約1,000米ドル）ですが、規制対象の業
種の場合、関連当局が別途、追加の資本要件を定
めていることがあります。

• 企業はカンボジアに登記上の事業所を置き、そこで
登記書類を管理しなければなりません。登記手続き
は商業省（以下「MoC」）で行う必要があります。企
業を設立する前に、商号の承認をMoCから受けな
ければなりません。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 登記後、取締役と株主を最低1名ずつ任命する必要
があります。

• カンボジア企業の取締役は国内に居住している必
要はありませんが、取締役が外国人である場合、カ
ンボジアで業務を行うための就労許可が必要とな
ります。

• 取締役は全員、個人でなければなりません。

• 承認済の適格投資プロジェクトを手掛ける企業、次
のうちの2つの基準が該当する企業の場合、年次監
査報告書を租税総局（以下「GDT」）に提出するこ
とが義務付けられます。

1. 年間売上高が30億KHR（約75万米ドル）以上

2.	 総資産が20億KHR（約50万米ドル）以上

3. 従業員数が100名以上

• 企業は月次・年次の税金申告をGDTに提出し、さら
にはMoCに年次申告をする必要があります。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 株式譲渡も資産譲渡のいずれも行われますが、株式
譲渡のほうがより一般的です。

• カンボジアにおける売買契約書（以下「SPA」）の内
容は、シンガポールや香港企業の買収で締結される
SPAと全体的に類似しており、以下のような内容が
盛り込まれています。

 » クロージングは前提条件の成就が条件（下記参
照）

 » 売主が取引にかかる税金を補償

 » ディスクロージャー・レターに限定されている保
証内容を明記

 » 損害賠償額に下限と上限が設けられている

 » 前提条件として、重大な事態の変更がないこと

 » デュー・ディリジェンス用のデータルームを設け
ること

• 株式譲渡の場合、MoCが株式譲渡申請書を承認
し、覚書と定款を更新した時点で有効となります。
承認済の適格投資プロジェクトを手掛ける企業、ま
たは規制対象の業界で営業許可を持つ企業の場合
は、MoCに申請書を提出する前に規制当局による
追加承認が必要となる場合があります。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について

i. 競争法などに関する承認
 » 契約の締結またはクロージング前に、競争法な
どに関する承認を得る必要はありません。現時
点では、考慮すべき競争関連の法律はありませ
ん。

ii. 雇用
 » カンボジアでは、外国企業がカンボジアで労働
者を雇用することについて制約や規制を設けて
おりませんが、外国人の雇用に関しては特定の
条件を定めています。

 » 一般的に、会社の従業員の1割以上を外国人労
働者が占めることはできません。但し、この上限
の例外規定の適用を労働省に申請することは可
能で、多くの場合、外国企業には例外規定の適
用が認められます。
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 » 株式譲渡の場合、従業員と協議を行う必要はあ
りません。

 » 資産譲渡の場合、各従業員との雇用契約はその
まま被買収対象企業に移行されます。但し、こ
れは買主が、移行される各従業員の雇用契約上
の福利厚生を引き継ぐことに同意するすること
が条件となります。

 » 外国人労働者がカンボジアで合法に雇用される
ためには、有効な就労許可を労働省から取得す
る必要があります。　

iii. MAC条項の有無（重大な事態の変更）
 » 契約の締結からクロージングまで相当な期間が
ある場合を除いて、重大な事態の変更を及ぼす
事由がないことが前提条件として明記されるこ
とは一般的ではありません。

7. 海外投資家が利用できる資金調達の方法につ 
いて

i. 現地調達	–	非居住者（外国企業を含む）は、国内で
のあらゆる合法な目的に対し（金融資産への投資
を含む）現地銀行より米ドル建て又はKHR建ての融
資を受けることができます。融資は、土地所有権や
その他有形資産を担保とします。

ii. 海外調達	-	非居住者に対する海外からの融資は認
められていますが、当該融資に対して海外の金融
機関が受け取る利息には源泉所得税が課税されま
す。

iii. 為替管理	–	非居住者は正式な制約や金額の制限を
受けることなく、米ドル、現地通貨または外国通貨
を国内銀行口座に保有できます。また、海外送金に
関する金額の制限などもありません。

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 収益税
 » カンボジアにはいわゆる「キャピタルゲイン税」
は別途設けられていませんが、それに類似した 
「収益税（以下「TOP」）」があります。企業が各
種資産や不動産の売却から得たキャピタルゲイ
ンからの所得は、通常TOPと同様に税率20％の
課税対象となります。但し、保険業務は別途に
税率5%（保険料からの総所得に対して）が設定
されています。その他の事業活動から生じた所
得には、標準TOP税率の20％が課税されます。

 » カンボジアに居住する納税者は、すべての所得
および利益（発生した場所を問わない）に対して
課税される一方で、非居住者はカンボジアで発
生した所得および利益に対してのみ課税されま
す。

ii. 株式譲渡税
 » カンボジアで設立された企業の株式譲渡と関連
するあらゆる書類（株式譲渡契約書、株式譲渡
証書など）には印紙税が適用されます。税率
は、1株当たりの支払い対価に対して0.1％で取引
実行から3ヶ月以内に納付する必要があります。

 » GDTに法的書類を登記する際は、一律100万
KHR（約250米ドル）の手数料がかかります。

iii. 不動産譲渡税
 » 土地、建物、土地に建てられた建造物などの不
動産と関連する取引には、固定資産税が適用さ
れます。

 » 1億KHR（約2万5千米ドル）を超える不動産に
は、この金額を超える不動産評価額部分につき
0.1％の固定資産税が適用されます。不動産評価
額は不動産評価委員会が査定します。毎年9月
30日までに固定資産税申告書を提出し、納税す
る必要があります。

 » 次の不動産の所有権又は占有権の譲渡には、4％
の印紙税が適用されます。

 - 建物その他の建造物を含むすべての不動産

 - 土地

 - あらゆる交通手段

iv. 源泉所得税
 » カンボジアは特定の国内取引と非居住者を受取
人とする特定の支払いに対して源泉所得税（以下
「WHT」）を適用しています。

 » カンボジアで事業を営む居住納税者がカンボジ
ア人居住者に対して支払った国内発生の所得
は、次のWHTの対象となります。

 - 役務提供（15％）。但し、税務登録納税者に
対する支払いで、有効なVATインボイスがあ
る場合を除く。

 - ロイヤルティ（15％）

 - 利子払い（15％）

 - 支払家賃（10％）
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 » 居住者への支払いに適用されるWHTは、当該居
住者が納税するTOPにより相殺することができ
ます。

 » 居住納税者による非居住者への支払いは、優遇
租税条約（カンボジア・シンガポール間の優遇
租税条約など）に基づき減額される場合を除
き、次のWHTが適用されます。

 - 利子（14％）

 - ロイヤルティ、家賃及び不動産使用関連のそ
の他の収入（14％）

 - 管理手数料および専門サービス料（14％）

 - 現時点ではいずれの手数料も、税法上お
よび税規制上、明確な定義がありません
が、GDTは事実上、両方の手数料を幅広く
解釈しています。

 - 配当金（14％）

 » WHTは商品に対する支払いには適用されませ
ん。

 » WHTは、居住納税者の会計帳簿に記載される
上述の支払い項目や経費に対して通常適用され
ます。但し、カンボジア法人がこれらの経費を前
払いする場合、前払い金に対し適切なWHT税率
での納税義務があります。経費の発生および支
払いの翌月の20日までに、税務当局にWHTを納
付する必要があります。

v. 配当金にかかる税
 » 配当金には、下記の通り受取配当金追加税（以
下「ATDD」）が適用されます。

TOP税率が適用される 
利益の配当金

ATDD

20%または30% 無し

0% 20%

 » カンボジアでは、国内に支店を置く企業から受
け取った配当金は所得税の課税対象外となりま
すが、国内に支店を置かない企業から受け取っ
た配当金は所得税が適用されます。但し、海外
で発生した所得に対する税金を海外で納付して
いる場合、その額をカンボジアにおける所得税
から差し引くことが認められています。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

 » カンボジアはニューヨーク条約の締約国であり、
シンガポールや香港を仲裁地とした国際仲裁が
よく利用されています。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• SPAについては言語に関する規定はありません。
但し、一部の契約書（MoCに提出する株式譲渡申
請書など）はクメール語で作成される必要がありま
す。

Joseph Lovell 
Partner 
Sciaroni & Associates 
+855 23 210225 
joseph@sa-asia.com

著者
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1. 法制度

• ミャンマーの法制度は英国のコモン・ローに由来して
いるため、ミャンマーの法律には英国法との共通点
が多くみられます。

2. 外資規制について

• ミャンマー投資委員会（以下「MIC」）は、国内の
各セクターにおける外国人投資家の投資活動を
対象とした通達及び規制事項を随時発布してい
ます。MICが2017年4月10日に発布した通達第
15/2017号（以下「MIC通達第15/2017号」）には、
制限対象の投資活動の一覧が掲載されています。

投資活動の
分類

事例

連合政府にの
み認められて
いる投資活動

安全保障・防衛関連製品の製
造、航空交通サービス、発電
所管理

ミャンマー国民
にのみ認めら
れている投資
活動

ミャンマー語を含む民族言語
の定期刊行物の発行・販売、
翡翠/貴石の調査/採掘、店舗
面積が1万平方フィート（929平
方メートル）未満のミニマート
及びコンビニエンスストア

ミャンマー国民
との合弁事業
で外国人に許
可される投資
活動

アルコール製造・蒸留、住居用
アパート及びコンドミニアムの
開発・販売・賃貸、農地での作
物栽培及び国内市場への流通
及び海外輸出

関連省庁から
の承認の下で
実施される投
資活動

鉄道運営に関連する線路・
駅・建物の建設、大型発電所
開発、外字新聞の定期刊行、
商用畜産業

• 原則として、MIC通達第15/2017号に記載されてい
ない活動は規制を受けずに実施することが可能で
す。しかし、実務上、例外的に規制が課せられる場
合があります。さらには、ほかの法律により上記以
外の規制が投資活動に該当する場合もあります。例
えば、

• MIC通達によると、教育セクターへの外国投資は規
制対象ではありませんが、最近の新法案を踏まえて
教育省と投資企業管理局（以下「DICA」）は同セク
ターへの投資に関心を示す外国投資家からの申請
を保留にしています。また、ミャンマー当局は法律で

合弁事業が要件として義務付けられていない場合
でも、投資活動に対してケースバイケースでこれを
要件として設定しています。

• ミャンマーへの投資は、以下の3つのいずれかの方
法で行われます。（i）「MIC許可」を取得した上での
投資。MIC許可は、対象となるプロジェクトが一定
条件に該当した場合、あるいは一定の基準を超えた
場合（投資額や環境への影響など）に必要となりま
す。（ii）「是認（または「承認令」）」を取得した上で
の投資。これは事実上のMIC許可で、投資家が1年
を超える契約に基づいて土地を利用する必要があ
る場合、または対象となるプロジェクトがMIC発行の
「投資促進セクターのリスト」（税制優遇措置の対
象リスト）に記載されている場合に限り取得可能で
す。（iii）現地法人を設立し、必要に応じて営業許可
やライセンスを取得した上での投資。

• ミャンマーでは、外国人株主がいる事業体の売買活
動（物品の購入/輸入および再販売など）は禁じら
れています。

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家にとって最も一般的なミャンマー市場
への参入戦略は、合弁パートナーの有無にかかわら
ず、外資規制に応じて有限会社に投資することで
す。

• 事業活動内容や投資セクターにより、DICAや関連
省庁から適切かつ必要な承認と同意を得ることを
条件として、海外投資家が直接的または間接的に
投資できるミャンマーの事業体の形態は次のような
ものです。

 » 有限責任会社	–	有限会社の株式を引き受ける
か、購入することができます。

 » 合弁事業	–	通常は、外国人およびミャンマー国
民の株主が1名以上いる有限責任会社です。

 » 公開会社	–	現時点では、外国人が公開会社に
投資することは禁じられています。但し、2017年
12月6日に可決された新会社法の2018年後半の
施行以降は、ミャンマー企業に最高35%まで外
国資本が認められます。海外投資家の場合、対
象会社が発行する転換社債の購入による投資も
一案です。

 » （外国企業の）支社	–	外国企業に直接投資する
か、外国企業の株式を購入することができま
す。
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4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 企業は必ずDICAでの登記をしなくてはいけませ
ん。

• 非公開会社は次の要件を満たさなければなりませ
ん。

 » 株主数が1～50名であること

 » 取締役が2名以上であること

• 会社の取締役の少なくとも1名は、ミャンマーの通常
居住者でなくてはいけません。通常居住者とは、（i）
ミャンマー連邦の永住者、または（ii）12ヶ月単位の
各期間に183日以上ミャンマーに居住する者を指し
ます。従って、12ヶ月単位の各期間に183日以上ミャ
ンマーに居住していれば、外国人でも取締役に就任
することができます。

• 取締役は全員個人でなければなりません。

• 初回の年次総会は、会社設立日から18ヶ月以内に
開催しなければなりません。その後の総会は、毎年
少なくとも1回、同様の時期（前回の年次総会から
15ヶ月以内）に開催する必要があります。

• 会社は年次総会で1名以上の監査人を任命しなけれ
ばなりません。監査人の任期は翌年の年次総会まで
とします。

• 会社の登記手続きは「MyCo」というDICAの電子登
記簿システムを利用してオンライン上で行われます。
通常、法人設立認可証の取得には（申請書提出か
ら）約1週間かかります。会社は法人設立認可証の
受領日から営業を開始できます。ミャンマーの新会
社法では授権資本に関する要件はありませんが、登
記時に1株以上の発行が義務付けられています。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 株式譲渡も資産譲渡も一般的に行われています。

• ミャンマーにおける売買契約書（以下「SPA」）の内
容は、大きくはコモンロー法圏における企業買収で
締結するSPAと類似しています。SPAの一般的な条
件は次のような条件です。

 » クロージングは前提条件の成就が条件となるこ
と（下記参照）

 » 売主が税金補償を提供すること

 » 保証は、ディスクロージャーレターにおける開示
事項に応じて制限されること

 » 損害賠償額に上限と下限が設けられている

 » 前提条件として重大な悪化を及ぼす事由がない
こと

 » 買主によるデューデリジェンス用にデータルーム
を設けること

• ミャンマーの法律の下では競業避止条項が無効と
なります。契約が他国の法律を準拠法としている場
合でも、ミャンマーでこれを執行するのは困難な場
合があります。

• 株式譲渡の場合、クロージング時に譲渡証書が交
付され、株券が発行されるとともに、DICAに提出
する有形の株式譲渡証書（適切な印紙税を納付の
上）が作成されます。通常、DICAは書類の提出と同
時に受領確認書を発行します。DICAによる申請の
承認および確認（書類登記証明書）には約2～3ヶ月
をかかりますが、承認された時点で株式譲渡は法的
効力を有します。但し実務上は、有形の株式譲渡証
書を提出し、DICAから受領確認書を取得した段階
で、株式譲渡が完了したとみなされます。株式譲渡
に伴う登記更新の発効日はDICAへの書類提出日と
なります。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について 

• 投資後または株式譲渡後にミャンマー企業が外資
資本の企業になる場合、DICA及び関連省庁による
許可を取得すること

• 破産事由や不可抗力事由がないこと

• 資産および事業譲渡の場合には次の前提条件が適
用されること

 » 労働法に基づく退職金の支払い及び資産譲渡
の一環として異動する従業員の同意	

 » 資産譲渡に伴う請負契約と負債の譲渡

 » 第三者との契約に基づき必要となる場合は、当
該第三者の同意

7. 海外投資家が利用できる資金調達方法について

i. オフショアからオフショアへの融資	-	海外の銀行
は、ミャンマー企業の海外にある親会社に融資で
きます。そして、親会社は調達資金をミャンマー子
会社に貸し付けたり、融資から得た収入をミャンマ
ー子会社の資本化のために活用したりすることが
できます。オフショアからオフショアへの融資の場
合、ミャンマー中央銀行（以下「CBM」）の承認は
不要です。しかし、ミャンマーに現金を持ち込むに
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は、MIC（資本として持ち込む場合）またはCBM（グ
ループ内融資として持ち込む場合）から許可を得る
必要があります。

ii. オフショアからオンショアへの融資	-	海外の銀行
は、ミャンマー企業（ミャンマーにある子会社など）
に融資できます。親会社が外国企業であれば、こ
の親会社を保証人とすることができます。その場
合、CBMからの承認が必要です。

iii. 国内融資	-	ミャンマーで銀行免許を取得した外資
銀行は、ミャンマー国内の借り手（但し、外資資本
の企業または合弁事業に限定）に融資できます。こ
の場合、CBMから承認を得る必要はありません。な
お、融資を受ける企業がMIC許可を取得している場
合は、MICから承認を得る必要があります。

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » ミャンマーの企業、1914年ミャンマー会社法の下
で登記された支社、そしてMICから許可を得て営
業する会社（すなわち、外国投資法及び2016年
のミャンマー投資法に基づきMICから投資ライ
センスを取得した外資資本の企業）に適用され
る現在の法人所得税率は25％です。

ii. 源泉徴収税
 » 2017年4月1日以降、企業は源泉徴収税（以下
「WHT」）の課税対象となる支払いを行う場合、
支払先が同意するか否かを問わず、WHTを控除
することが義務付けられています。WHTを控除
しなかった場合、企業が控除額について負担す
ることになります。	

 » 以下、WHT税率の概要です。

支払いの種類 居住者 非居住者
利息の支払い 0% 15%

ロイヤルティの
支払い

10% 15%

物品購入代金の
支払い（現地で
購入した、輸入
品ではない商
品）

2% 2.5%

サービス代金の
支払い

2% 2.5%

リース代金の支
払い

2% 2.5%

 » 優遇租税条約（ミャンマーとシンガポールとの租
税条約など）が締結されている場合、源泉徴収
税率が軽減される場合があります。

iii. キャピタルゲイン税
 » 資本資産には、土地、建物及びそれに含まれる
部屋、車両、業務関連の資本資産が含まれます。
また、株式、債券、有価証券および同様の金融
商品も含まれます。キャピタルゲイン税（以下
「CGT」）はミャンマーで資本資産の売却、交換
又は譲渡により利益を得る居住及び非居住の納
税者に適用され、CGTの納税義務は利益を得る
者が負います。固定資産を売却、交換、譲渡した
者は、たとえ損失が生じたとしても、CGT納税申
告書を提出することが義務付けられています。

 » 売却、交換、譲渡した資本資産の総額が1,000

万MMK（約7,320米ドル）に満たない場合
は、CGTは課税されません。

 » すべての納税者（但し、石油・ガス関連資産から
所得を得た場合、又は石油・ガス関連資産を保
有する企業から所得を得た場合を除く）に対
し、MMKまたは外貨で一律10％のCGTが課せ
られます。

iv. 株式譲渡税
 » ミャンマー企業の株式譲渡により得た所得に
は、10％のCGTが適用されます。但し、二重課税
防止条約により免税となる場合を除きます。

 » ミャンマーで設立した法人の株式譲渡に関連す
る書類（売買契約書、株式譲渡証書、株式資本
モーゲッジの契約書など）には、印紙税が適用
されます。

 » 書類の署名前または署名後30日以内に印紙税を
納付する必要があります。

v. 資産譲渡税
 » 固定資産税（以下「PT」）に関する重要法規
は、1922年ラングーン市条例、1990年ヤンゴン
市開発法、2013年ヤンゴン市開発法（以下
「YCDL」）です。こうした法規を管理し、PTの徴
収を担うため、ヤンゴン市開発委員会（以下
「YCDC」）が発足しました。PTは、ヤンゴン市
内の特定の土地、建物、建物を含む土地（以下「
土地建物」）にのみ適用されます。ミャンマーの
この他の地域（マンダレーやネピドーなど）で
は、地域の関連法規に従いPTが管理されていま
す。
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 » YCDL第2条（4）には、PTに「雑税」「照明税」 
「水税」「衛生税」という4つの税区分があるこ
とが明記されています。各区分の税率は以下の
通りです。

 - 雑税：土地建物の年間評価額の最大20％

 - 照明税：土地建物の年間評価額の最大5%

 - 水税：土地建物の年間評価額の最大12%

 - 衛生税：土地建物の年間評価額の最大15%

 » PTは土地または土地建物の年間評価額に対し
て課税されます。土地建物の用途により、異なる
税率及び算出方法が適用されます。PTは年1回
納付します。固定資産の年間評価額はYCDCま
たは土地建物が所在する地方自治体が査定しま
す。

vi. 配当所得への課税
 » 現行のミャンマーの所得税法では、配当所得に
適用される税金はありません。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• ミャンマーでは、紛争解決の手段として仲裁が一般
的なオプションとなっています。ミャンマーの裁判所
は原則として、契約書の準拠法として外国の法律の
適用や、紛争解決手段として外国の仲裁裁決を認め
ます。しかし、ミャンマーの裁判所は国際的な商事
紛争における経験が不足していることから、外国で
の判決や仲裁裁決をミャンマー国内で効果的に執
行できない場合があります。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• 言語に関する規定はありません。

Edwin Vanderbruggen 
Senior Partner 
VDB Loi 
+951 9253752~6 
edwin@vdb-loi.com

My Le 
Director 
VDB Loi 
+951 9253752~6 
my.le@vdb-loi.com

著者
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1. 法制度

• フィリピンの法制度は大陸法とコモン・ロー法制度
で構成されています。

• フィリピンでのM&Aには複数の法律及び法令が適
用されますが、特に以下の法規制が重要です。

 » フィリピン法人法典（Batas Pambansa Blg. 68）。
会社の設立、ガバナンス、合併、統合、解散並び
に株主の権利及び取締役の権限について規定し
ています。

 » フィリピン民法（フィリピン共和国法第	386号）。
固定資産、債務及び契約全般を規定していま
す。

 » 証券規制法（フィリピン共和国法第	8799号）及
び実施細則。上場会社がM&A案件の当事者で
ある場合に適用します。

 » フィリピン競争法（フィリピン共和国法第	10667

号）、実施細則及びフィリピン競争委員会発行
の関連規則。

2. 外資規制について

• 1987年フィリピン憲法、1991年外国投資法（フィリ
ピン共和国法第	7042号）、小売自由化法（フィリピ
ン共和国法第	8762号）、その他の法律により、フィ
リピンの一定の業界に対する外資比率及び経済活
動に上限が設けられています。このような法律は、
対フィリピンの外国投資における「国籍要件」と通
常呼ばれています。

• 外国投資ネガティブリスト（随時修正および発行）
には、規制対象となる業界とそれぞれの許容外資比
率、また外国人の投資を一切認めていない業界を
列挙しています。外国投資ネガティブリストに記載さ
れる業界へ投資をする場合、最大外資比率は 
40％（但し、業界により、最大外資比率が30％、 
25％、20％、0％の場合もあります）です。ネガティ
ブリストに記載されていない業界へ投資をする場
合、外資比率に制限はなく、海外投資家が会社の
株式を100％保有することも可能です。	

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 海外投資家には、（a）フィリピン企業と合弁会社を
新しく設立するか、（b）既存のフィリピン企業の株
式を取得するか、（c）フィリピン企業と合併又は統
合契約を締結するという3つの選択肢があります。
いずれの場合も、外国投資ネガティブリストに沿

い、憲法及び関連法規による国籍要件が適用され
ます。

 現地子会社の設立

• 上記以外の方法として、海外投資家は外国企業を
親会社とする100%子会社または外資比率過半数以
上の子会社を設立し、現地企業の資産または株式
を買収する方法もあります。その場合も、上述の国
籍要件が該当します。このような現地子会社は、外
国企業である親会社とは別個の国内企業として扱
われ、国内法により会社としてのあらゆる権限（設
立した合弁事業や既存の現地企業の株式取得権限
を含む）が付与されます。

• フィリピンで会社を設立するための基本要件は以下
の通りです。

 » 設立当事者 -	企業の設立当事者は、5～15名の
成人の自然人で、その過半数がフィリピン在住の
者でなければなりません。

 » 資本金 -	払込資本金が5,000フィリピンペソ（以
下「PhP」）（約95米ドル）以上であれば、法人法
典に基づく最低資本金要件の規定はありません
が、各種法律で業界別に最低払込資本が規定さ
れています。さらに、法律により、会社の授権資
本の25％が引き受けされており、引受価格の25％
以上が会社設立時に支払われることが義務付け
られています。

• フィリピン証券取引委員会（以下「SEC」）が設立証
明書を発行してはじめて、企業は法人格を得て、法
的実体が認められます。設立証明書の申請プロセス
は以下の通りです。

 » 会社名を予約する

 » 定款、内部規則、宣誓供述書（授権資本の25％
以上が引き受けられており、引受価格の25％以
上が支払い済みであることを明記したもの）、 
SEC様式F-100及び1991年外国投資法に基づく
その他の書類を作成する

 » SECに手数料を支払い、SECに設立に必要な書
類を提出する

 » SECによる申請書類の処理及び設立証明書の発
行（書類提出日から発行までに4～8週間）

• 証券発行会社、投資会社、投資信託会社、決済機
関、取引所、金融・融資会社など、特定の活動を行
う企業は、セコンダリーライセンスも必要になりま
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す。セコンダリーライセンスを初めて申請する場合
は、上述の登記（設立証明書）と同時に申請する必
要があります。

• 設立証明書が発行されると、法的実体が認められま
す。しかし、業務を行うためには、地域の政府機関
からの営業許可取得や内国歳入庁での登録など、
会社設立後の各種要件及び登録要件を遵守しなく
てはなりませんが、これにさらに8週間ほどかかる可
能性があります。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 取締役会は会社の権能を行使し、すべての事業活
動を指導し、会社のすべての資産を管理および保
有します。取締役会は5～15名の個人で構成され、
その過半数がフィリピン在住の者でなければなり
ません。すべての取締役は会社の株式を1株以上保
有するか又は引き受けており、会社の株主名簿にそ
の株式の所有者として記載されていなければなりま
せん。さらに、改訂版コーポレートガバナンスコード
（SEC覚書回覧No. 6-2009）は特定の企業（上場
企業、株式や社債を一般販売する企業など）を対象
として、役員会の20％（但し、いかなる場合も2名以
上）が外部取締役で構成されることを義務付けて
います。

• 原則として、フィリピン法では、国内企業の取締役
に対する国籍要件は設けられていません。しかし、
例外もあります。反ダミー法（連邦法第108号）によ
り、上記第2項で説明した国籍要件対象業種の企業
の場合、外国人取締役の人数はその会社の実際の
かつ許容可能な外資比率に相当する人数を超える
ことは禁止されています。

• 社長と書記役、または社長と財務役を兼任すること
はできませんが、それ以外の組み合わせであれば兼
任することができます。

• 上述の通り、フィリピン法では、企業の社長に対す
る国籍要件は設けられていません。但し、会社が国

営化事業を展開している場合は、企業役員に対す
る国籍要件が定められています。一方、書記役に関
しては、法人法典によりフィリピン在住のフィリピン
人であることが要件となっています。財務役に対して
同じ要件を定める法律はありませんが、SECは施策
上、財務役の役割を鑑み、これをフィリピン在住者
であることを要件として設定しています。

• 	フィリピン企業は同様に、財務諸表を作成するため
に外部監査役を任命することが義務付けられてお
り、監査役はフィリピン会計審査会認定会計士でな
ければなりません。さらに、上場会社、プリ・ニード
会社、投資機関、証券ブローカー・会社、金融・融
資機関など一部企業の外部監査役は、SECの認定
を受けている者でなくてはいけません。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• フィリピンでの企業買収は、株式譲渡または資産譲
渡のいずれも可能ですが、株式譲渡のほうがより一
般的です。

• 通常、交渉開始前に、投資側が法律事務所に買収
対象企業のデューデリジェンスを依頼します。デュ
ーデリジェンスで特定された問題の解決が、クロー
ジングの前提条件となることが一般的です。

• フィリピンでは、売買契約書（以下「SPA」）には通
常、次の条項が明記されています。

 » クロージングの前提条件（上述・後述のとおり）

 » 買収対象企業及びその資産、またはいずれかに
関する売主による表明保証

 » クロージング前の、売主による否定的誓約、肯定
的誓約、スタンドスティル誓約

 » 表明保証事項に違反した場合や、SPAにおける
約束事項の不履行の場合に適用される補償条
項

 » 買収契約に適用される税金の納税義務

 » クロージング時のデリバラブル項目（譲渡される
株式または資産に関する証書などを含む）

• クロージング時に通常、売主（株主）と買主間の株
式譲渡証書により株式譲渡が文書化され、買主に
権限を付与する信託宣言と確定委任状を売主が署
名することにより、株式売買取引完了後に買主が譲
渡された株式に対するあらゆる権利を行使できるよ
うになります。

企業は次の役員を選出しなければなりません。
 » 社長－取締役も兼任することが要件です。
 » 財務役－取締役の兼任は問われません。
 » 書記役－フィリピン在住のフィリピン国民でな
ければなりません。
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• 株式譲渡契約締結後、下記の税金が課税されます。 
税金の種類 税率 期限
印紙税 
（以下
「DST」）

額面価格または
その端数部分
200PhP（約3.85
米ドル）あたり
1.50PhP（約
0.03米ドル）

株式譲渡契約
が締結された
月の月末から 
5日以内

キャピタル
ゲイン税 
（以下
「CGT」）

株式売却から得
た純利益の15％

株式譲渡契約
が締結されて
から30日以内

• 上述の税金が納付され、フィリピン内国歳入庁に
より税額控除証明書（以下「TCC」）及び権利移転
許可証（以下「CAR」）が発行されてはじめて、譲
渡取引が法的効力を有します。投資家および買主
は、CARにより、購入した株式を自分の名義で再発
行するよう手配できます。通常、該当する税金の納
付証明書を提出してから3週間後にTCC及びCARが
発行されます。TCCとCARが発行されると、当該株
式譲渡を企業の株主書換名簿に記録することがで
き、これにより株式の名義が買主に移転します。

6. クロージング前に成就すべき前提条件について

i. MAC条項の有無（重大な事態の変更）　
 » 事業、構造、所有権、経済力、訴訟に関する重大
な事態の変更がないこと。契約当事者は重大な
事態の変更に該当する事由を詳細に定義するこ
とができます。

ii. フィリピン競争委員会（以下「PCC」）による審査及
び承認　
 » フィリピン競争法では、M&A契約をPCCに提出
し、審査を受けることが義務付けられる対象を
規定する一定の条件及び基準を定めていま
す。M&A案件がいずれかの条件または基準に該
当すると、売買契約書をPCCに提出し、契約又
は案件が反競争法に定める禁止行為に該当しな
いとの認定を受けなくてはいけません。

 » フィリピン競争法に基づく届出基準の概要は以
下の通りです。 

取引の種類 取引規模の上限
フィリピン国
内にある資産
の合併または
買収

• フィリピン国内にある買
収対象の資産の総額が
20億PhP（約3,800万
米ドル）を超えるか、ま
たは

• フィリピン国内で買収さ
れる資産によりフィリピ
ンで発生する総収益が
20億PhP（約3,800万米
ドル）を超える

フィリピン国
外にある資産
の合併または
買収

• フィリピン国内にある買
主の資産の総額が20億
PhP（約3,800万米ドル）
を超え、かつ

• フィリピン国外で買収さ
れる資産によりフィリピ
ン国内での総収益が20
億PhP（約3,800万米ド
ル）を超える

フィリピン国
内外の資産の
合併または買
収

• フィリピン国内にある買
主の資産の総額が20億
PhP（約3,800万米ドル）
を超え、かつ

• フィリピン国内で買収さ
れる資産及びフィリピン
国外で買収される資産に
よりフィリピン国内 
での総収益が20億
PhP（約3,800万米ドル）
を超える

会社の議決権
付き株式また
は会社形態を
とっていない
事業体の持分
の合併または
買収

• 企業、会社形態をとって
いない事業体またはこ
れらが支配する法人が
所有する資産（株式資産
を除く）の総額が20億
PhP（約3,800万米ドル）
を超えるか、または

• 企業、会社形態をとって
いない事業体またはこれ
らが支配する法人がフィ
リピン国内におけるまた
は国外への販売により
発生する総収益が20億
PhP（約3,800万米ドル）
を超える
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取引の種類 取引規模の上限
合弁事業 • フィリピン国内で統合さ

れるまたは合弁会社に
拠出される資産の総額
が20億PhP（約3,800万
米ドル）を超えるか、ま
たは

• フィリピン国内で統合さ
れるまたは合弁会社に
拠出される資産により 
フィリピン国内で発生 
する総収益が20億PhP 

（約3,800万米ドル）を
超える

iii. 規制当局の承認
 » 買収対象企業の事業活動によっては、取引に対
する規制当局による事前承認または許可が必要
となる場合があります。特に、買収対象企業の
大部分が買収される予定で、それにより所有権
の変更が生じる場合には事前承認・許可が求め
られます。

iv. 社内承認
 » 契約当事者は、SPAの締結や契約で企図される
取引内容の履行に対し、必要な社内承認を得る
必要があります。対象企業の全てまたは実質上
全ての資産が売却される場合、売却の許可には
買収対象企業の発行済株式の3分の2以上に相
当する株主の承認が必要となります。

v. 金融機関の承認
 » 対象企業が銀行その他の金融機関に対して借
入未済額がある場合、買収対象企業が株式の
譲渡または全面的な所有権変更を実施するため
には銀行または金融機関から書面での同意書を
取り付ける必要がある場合があります。

vi. 未払請求金額または未払税金の精算
 » 投資家が、未払税金、借入未済額、第三者によ
る請求額を精算するか、最新残高を提示するよ
う、さらには精算証明書または最新残高の証明
書をクロージング前に提示するよう求めることは
一般的です。

vii.   株式公開買い付け
 » 投資家が証券取引所に上場する企業の相当な
部分を取得する予定の場合、株式公開買い付け
を行い、SECおよびフィリピン証券取引所の承認
を得ることが義務付けられます。

viii. 社員の同意
 » 株式譲渡の場合、買主は通常、売主の後継者と
なり、買収対象企業の社員の雇用契約には影響
がないため、社員による同意は不要です。しか
し、資産譲渡の場合、買主は社員と新規の雇用
契約を締結する必要があるため、社員の移籍に
は社員の同意が必要になります。この場合、移籍
は事実上の解雇となるため、フィリピン労働雇用
省に社員の退職及び退職金の支払いについて
通知しなければなりません。

 » 資産譲渡に伴う社員の移籍の場合には、外国人
非居住者社員が売主との雇用関係において取得
した就労許可及び就労ビザは取消となり、新し
い就労許可及びビザをフィリピン移民局から取
得する必要があります。

ix.    バルクセール法の遵守
 » 売主のすべてまたは実質上すべての事業が売却
対象となる場合、バルクセール法によりいくつか
の義務事項が売主に課せられ、それには債権者
に通知すること、売却代金が債権者の真正な請
求額に対し按分比例した支払に充当することな
どが含まれます。このような要件を果たさない場
合、売却は不正で無効、かつ法的効力のないも
のとみなされます。

7. 海外投資家が利用できる資金調達方法について

• 国内・外国銀行及び金融機関は、フィリピンに支店
を置かない企業による投資の資金調達方法として
PhP建て、米ドル建て、その他の外国通貨建てで融
資できます。しかし、次の場合は通常、フィリピン中
央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas）による承認
が必要となります。

 » フィリピンで運営する銀行からの米ドル建てま
たはその他の外国通貨建てでの融資の場合

 » 海外金融機関による融資の場合

 » 上記以外の場合、外国企業は持分パートナーと
共同で投資し、そのパートナーと購入価格の支
払責任と取引のリスクを分担することができま
す。
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8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » フィリピンの企業の課税対象収益にかけられる
標準的な法人所得税の税率は30%です。不当留
保金課税としてさらに10％の追徴課税が発生し
ます。

ii. キャピタルゲイン税（以下「CGT」）
 » 優遇租税条約に基づき免税となる場合を除き、
フィリピンでの株式売却には、キャピタルゲイン
額に15％のCGTが適用され、取引のクロージング
（すなわち、株式売買証書の締結）から30日以
内に売主が納付しなければなりません。上場会
社の株式売却の場合、CGTの税率は総売却価格
または売却された株式総額の1％の10分の6で
す。CGTは譲渡証書または売買証書が公証人に
より証明された日から30日以内に納付する必要
があります。

iii. 印紙税
 » 株式売買には印紙税も適用され、売却した株式
の額面価格またはその端数部分200PhP（約
3.85米ドル）当たり3.75％が課税されます。印紙
税は株式売買証書が発行された翌月の5日目ま
でに納付しなければなりません。当事者間で印
紙税の納付当事者を決めることができますが、
実際に納付するのは売主です。　

iv. 贈与税
 » 株式が公正な市場価格よりも低い価格で売却さ
れた場合、差額は売主からの贈与とみなされる
おそれがあります。その場合、売却価格と公正な
市場価格の差額のうち、25万PhP（約5000米ド
ル）を超える分に対し6％の贈与税が売主に課せ
られます。

v. 源泉所得税
 » フィリピンは外国人・法人に支払われる配当金、
利息、ロイヤルティ、サービス料に対して源泉所
得税を適用しています。外国企業に支払われる
配当金には30％の源泉所得税が適用されます。
しかし、この外国企業の登記国では、（a）20％
のみなし外国税額控除が認められる場合、また
は（b）当該受取配当金は無税の場合は、税率が

15％に減少されます。外国企業に支払われる利
息には20％、外国企業に支払われるロイヤルテ
ィとサービス料には30％の源泉所得税がそれぞ
れ適用されます。上述の源泉所得税は、フィリピ
ンとの間で優遇租税条約が締結されている場
合、税金免除または減額となることがあります。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• 紛争解決では裁判に持ち込まれる前に、仲裁がよく
利用されています。契約に起因する争いが和解され
ない場合、これを仲裁で解決することに合意するこ
とができます。仲裁の際には多くの場合、フィリピン
紛争解決センターの仲裁規則に従うことが選択さ
れます。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• フィリピンの法律及び法令は英文です。また、ビジネ
ス場面でもほとんどの場合が英語で行われていま
す。このため、特に商業的な法律文書が英語以外の
言語で締結されることはほとんどありません。

Monalisa Dimalanta 
Partner 
PJS Law 
+63 2 8405025 
mcdimalanta@pjslaw.com

著者
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1. 法制度

• インドの法制度は英国のコモン・ロー制度に基づい
ています。しかし、近年、インドの証券・会社法では
米国の法的見解を採用することが目立つようになっ
ています。

2. 外資規制について

• インドは為替管理制を採用しており、商工省産業政
策促進局はインドへの海外からの直接投資（以下
「FDI」）に関する政策枠組みの大筋を毎年定めて
います（以下「FDI政策」）。

	 さらに、1999年外国為替管理法（以下「FEMA」）
に基づき、インド準備銀行（以下「RBI」）が2017年
外国為替管理規制（インド国外居住者による証券
譲渡または発行）（以下「FEMA規制」）を制定して
おり、FDI政策とともに遵守することが求められま
す。FEMA、FDI政策、FEMA規制（以下、総称して
「FDI規制」）により、インドへのFDIを管理する為
替関連規制が構成されています。

• インドのFDI認可制度には「自動認可ルート」と「政
府認可ルート」があります。非居住者投資家は、FDI

の自動認可ルートを利用する場合にはインド政府か
ら認可を得る必要はありませんが、政府認可ルート
を利用する場合には、インド政府管轄当局の認可を
事前に得る必要があります。

• 原子エネルギー、ギャンブル、宝くじなどの一部の業
種を除き、すべての業種でFDIが認められています。
また、一部業種へのFDIでは、業種ごとに外資比率
に上限が設けられています（例：新聞・出版業では
26％、保険業では49％など）。外資比率上限までは
自動認可ルート、それを超える場合は政府認可ルー
トでのFDIが認められている場合もあります。例え
ば、通信業や防衛産業では、49％までは自動認可
ルートで投資できますが、政府認可ルートを利用す
る場合は上限なしで投資できます。

• さらに、下記の項目にはFDI規制に基づく追加的な
制約が設けられています。

 » 適格投資家と適格投資先企業

 » 許容可能な投資手段

 » 製薬業、不動産業など、一部の業種に適用され
るFDIの条件

 » 入口出口価格制限

 » 送金・報告要件

3. 海外投資家による現地法人の買収について

• 業種ごとの外資比率の上限を超えない限り、株式の
取得取引を行うためにインドで法人設立を義務付け
る法的要件はありません。通常、資産譲渡の場合は
インド法人を利用しますが、株式譲渡のほとんどの
場合、外国買主が直接株式を取得します。

• 取引のストラクチャー上、インド法人が必要となる場
合、最も好まれる形態は非公開有限責任会社（以
下「PLC」）です。PLCの主な特徴は以下のとおりで
す。

 » 責任の上限が拠出資本に限定されている

 » 最大社員数は200名まで

 » PLCの株式譲渡権が制限されている

 » 最低資本要件がない

 » インドで登記している事務所及び国内に居住す
るインド人の取締役が1名以上必要

 » 会社設立には通常7～14日かかる

• インドとの間に二重課税防止条約（以下「DTAA」）
を締結しているモーリシャス、キプロス、シンガポ
ールなどの法域で設立された特別目的事業体を用
いて投資を行い、インドでのキャピタルゲイン税の
発生を回避する海外投資家もいます。但し、これら
DTAAは近年改正されたことによってメリットが無く
なったため、この方法での投資はほとんど行われな
くなりました。

4. 現地法人に適用される重要なコーポレートガバナ
ンス事項について

• 2013年会社法（以下「会社法」）は非上場企業のコ
ーポレートガバナンスについて規定しています。

• 会社法に基づき、すべての非公開会社は2～15名の
取締役（うち1名以上は国内に居住するインド人）で
構成される取締役会を設置することが求められま
す。会社法に基づき、取締役は個人でなければなり
ません。

• 5,000万インドルピー（以下「INR」）（約75万米ド
ル）以上の払込株式資本を持つすべての非公開会
社は、専任の会社秘書役を任命することが義務付
けられています。

• 全ての会社は、監査役として個人または企業を任命
することが義務付けられています。5億INR（約750

米ドル）以上の株式資本を持つ非公開会社は、監査
役が個人の場合は1期（5年連続で1期）を超えて、
企業の場合は2期を超えて同じ監査役を任命する
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ことはできません。なお、監査役として任命されるに
は、当該個人が、または会計士事務所の場合はパー
トナーの過半数以上が、インドの公認会計士でなく
てはいけません。会社法は特定の個人（当該会社の
役員・社員、当該会社と取引関係にある個人など）
を監査役に任命することを禁じています。

5. 投資形態、必要書類、手続きに関する概要

• 最も一般的な投資形態は株式取得ですが、表面化
していない責任から買主の安全を保証する（いわゆ
るリングフェンス）ために資産譲渡・事業譲渡を選
ぶ投資家もいます。さらに、裁判所の承認を受けた
スキーム・オブ・アレンジメントとしてストラクチャー
された取引では、一定の税務上・会計上の優遇措置
を受けることができます。

• 必要となる書類や契約締結プロセスについては、
上述のストラクチャーの実施には、準備書面（趣意
書、覚書など）に加え、通常、次の最終書類が必要
となります。

i. 株式取得
 » 株式取得契約・株式引受契約	　	一般的な条項
は、株式売買に関する条項、支払い方法、クロー
ジング前に満たすべき前提条件、クロージング
方法、表明保証（指定開示項目に限定）、買主
補償、ホールドバック条項及び第三者預託条項、
アーンアウト条項、責任制限、紛争解決手段など
です。

 » ディスクロージャー・レター

 » 雇用契約及び不作為約款合意書

 » 自発的権利放棄書

 » 改定済会社定款

 » 株式発行・譲渡の場合

 - 株式発行の場合、発行会社が取引締結に必
要な決議を行い、印紙を貼付した株券を発
行後（この時点で株式の発行が法的に有効と
なります）、取締役会が株式を割り当てるこ
とになります。割当先が非居住者である場

合、株式発行後30日以内に様式「FC-GPR」
に記入の上、RBIに報告する必要があります。

 - 株式譲渡の場合、所定の株式譲渡様式
「SH-4」に印紙を付し、両当事者が署名した
ものを株券とともに譲渡先会社に提出しま
す。これらの書類を受領後、取締役会は決議
を行い、これを株主名簿に記録する（この時
点で株式の譲渡が法的に有効となります）こ
とにより当該株式譲渡を登録します。また、
国内に居住するインド人とインド国外に居住
する個人の間の証券譲渡の場合、当該譲渡
は取得対価	をインドに送金した日から60日
以内に様式「FC-TRS」に記入の上、RBIに報
告する必要があります。取締役会は正式に
承認された様式「FC-TRS」を受領した上で
はじめて当該株式譲渡を登録することがで
き、この時点で株式の譲渡が法的に有効と
なります。

ii. 資産譲渡/事業譲渡
 » 特定資産及び特定負債、表明保証条項、補償条
項、ホールドバック条項及び第三者預託条項、ア
ーンアウト条項などを明記した事業譲渡/資産
譲渡契約

 » 現存の契約に関する譲渡/更改契約

 » 関連事項の同意書及び権利放棄書

iii. スキーム・オブ・アレンジメント/合併：
 » 当事者となる企業、株主、債権者間でのスキー
ム・オブ・アレンジメント書類

 » 会社法審判所に提出する申請書（上述のスキー
ム書類とともに）

6. クロージング前に成就すべき前提条件について

• 一般的に、買収対象企業はクロージングの前に次の
前提条件を満たす必要があります。

 » デューデリジェンスの完了

 » 必要な社内承認、新株優先引受権の放棄、株
主・融資者・金融機関・ベンダーなどから異議を
申し立てない約束を取得し、法律で定められた
コーポレートアクションの実行。

 » 2002年競争法（以下「競争法」）は各種の企業
結合形態（吸収合併、買収、合併、分割）につい
て規定しています。該当する財務基準を超え、競
争法上の免除を受けない限り、インド競争委員会
（以下「CCI」）に届出を提出し、取引について承

インドでの投資形態：

 » 株式取得
 » 資産譲渡・事業譲渡
 » 裁判所の承認を受けたスキーム・オブ・ア
レンジメント
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認を得る必要があります。 
従って、この手続きも前提条件に含まれる場合
があります。

 - CCIに届出を提出しなかった場合、当事者に
総資産または売上高の最大1％の罰金が科さ
れ、さらには、CCIによって取引が否認されま
す。

 - また、公的金融機関、外国機関投資家、銀
行、ベンチャーキャピタルファンドによる株式
引受、融資、その他買収に関して、買収日から
7日以内にCCIに通知する必要があります。従
って、本手続きは契約書の後行条件に含まれ
る場合があります。

 » 所管の規制当局からのその他承認の取得。

 » 資産譲渡の場合、主要幹部の継続、従業員の異
動、労働法に基づく福利厚生の継続。

 » 外国人労働者がインド企業で雇用されるために
は、適切な就労ビザを所管当局から取得しなく
てはなりません。通常、年収2万5千米ドル以上
の高度なスキルを有した適格の専門職にある者
に就労ビザが付与されます。なお、条件に該当す
る外国従業員は現地法域の外国人登録事務所
で登録しなければなりません。

 » クロスボーダー取引の場合、FDI規制に基づく評
価証明書の取得。

 » 重大な事態の変更（契約書で定義されたもの）
が発生せず、クロージング時点での表明保証事
項の内容と正確性に影響を及ぼすような事由が
発生しないこと。

 » クロージング時点で行政手続き、調査手続き、司
法手続きが開始されていないこと。

 » クロージング時点で対象企業の資本構成、株主
の権利、または負債に変更がないこと。

7. 海外投資家が利用できる資金調達方法について

• RBIの銀行運営開発局が公布した規範では、インド
企業の株式取得のために個人または法人にインド
の銀行が融資することを禁止しています。また、イン
ド企業の買収を目的とし、株式を担保とした融資を
提供することも禁止しています。

• さらに、公開会社及び、公開会社の子会社である民
間企業は、他者による自社株の購入を援助する目的
での金銭の提供が禁止されています。また、インド

の外国為替管理法に基づき、インド企業が別のイン
ド企業を買収するための対外商業借入も禁止されて
います。

• 上記のような制約があるため、買収対象企業に潤沢
なキャッシュフローがあり、比較的規制の少ない業
種である場合、特別目的事業体（買収目的のために
設立された法人）を経由して、国外の銀行から資金
調達を図っています。

8. 海外投資家にとっての重要な税務事項

i. 法人所得税
 » インドの国内企業に課せられる標準的な法人所
得税の税率は30％、インド国内で所得をのある
外国企業（インドにある支社を含む）に課せられ
る税率は40％です。この税率には、毎年修正さ
れる追徴課税が適用されます。課税額が帳簿利
益の18.5％未満の法人の場合、調整後帳簿利益
に対し、18.5％の最低代替税（+追徴課税）が適
用されます。

ii. キャピタルゲイン税（以下「CGT」）
 » 「固定資産」（1961年所得税法（以下「ITA」）で
定義される）の譲渡により得た所得または利得
は、ITAに基づき課税され、「短期キャピタルゲイ
ン」（被査定者の保有期間が36ヶ月未満の資産
の場合）または「長期キャピタルゲイン」（被査
定者の保有期間が36ヶ月以上の資産の場合）の
いずれかに分類されます。CGTの税額を算出す
る際に対象となる保有期間は、非上場企業の株
式のCGTを算出する場合、保有期間は24ヶ月、
上場企業の株式のCGTを算出する場合の保有
期間は12ヶ月です。インドと優遇租税条約が締
結されている場合、CGTは免除されることがあり
ます。

iii. 印紙税
 » 法律文書に規定の税率で印紙が貼付されていな
い場合、当該文書は裁判所または法廷で証拠と
して認められず、または公務員により公証されな
い場合があります。州政府は法律文書や文書へ
の印紙貼付手続き及び印紙税額の算出方法につ
いて明記した規定を公布しています。

 » 印紙税の課税対象の法律文書で、インド国外で
署名されたものはすべて、インド国内で受領して
から3ヶ月以内に印紙税を納付する（印紙を貼付
する）必要があります。
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iv. 源泉所得税
 » 非居住者に支払う利息、ロイヤルティ、賃貸料金
及びサービス料は、支払いの性質により、5～40

％の源泉所得税が適用されます。但し、優遇租
税条約が締結されている場合、低い税率が適用
されることがあります。

v. 受取配当金
 » ITAはインド企業から受け取った配当金に対し
て、実効税率20％の配当税を適用しています。
優遇租税条約が締結されていても配当税が減額
されることはありません。また、外国企業から受
け取った配当金には、15％の税率が適用されま
す。インド企業がこの15%の課税額を払った場合
には、外国企業から受け取った配当金について
は、所得に対する税額を計算する際に控除され
ます。　

vi.  一般的租税回避防止規定
 » 一般的租税回避防止規定（以下「GAAR」）
（ITAの一部として規定され、2017年4月1日に施
行）は、「否認される租税回避行為」（以下
「IAA」）に対して、実質優先主義の原則を成文
化するものです。IAAとは、税制優遇措置を受け
ることを主たる目的とし、当事者間取引では通常
はない権利義務を発生させることにより、ITAの
規定の御用・悪用を招き、締結や実行が誠実で
はない形で行われる行為をいいます。

 » ある行為がIAAと指定された場合、GAARによ
り、税務当局にはIAAの一部または全部を否認
し、IAAに対し特定の措置（企業形態の否認、
債務を資産と分類（またはその逆）、控除項目ま
たは支出項目の見直しなど）を講じる権限が与
えられます。但し、2017年4月1日より前に行われ
た投資については、GAARが適用されません。ま
た、GAARが適用されるのは税制優遇額が
3,000万INR（約46万5千米ドル）以上である場
合です。さらに、外国ポートフォリオ投資家（以下
「FPI」）に対しては、税務当局はFPIに適用され
る法域が「非課税の商業的報酬に基づいて確定
され、その行為の主な目的が税制優遇措置を得
るためではない」場合にGAARは発動しないと
明言しています。

 » 2012年にインド政府はこれを改正し、株式の価
値が直接的または間接的にインドにある資産に
由来するものであれば、当該株式はインドにある

とみなすことができるとし、これによりITAは在イ
ンドの資本資産の間接的譲渡への課税を可能に
しています。ある特定日付時点での在インドの資
産の価値が1億INR（約150万米ドル）を上回り、
これが当該外国企業の全資産の半分以上を構
成している場合、当該株式の価値の大部分がイ
ンドにある資産から（有形無形に関わらず）由来
するものとみなされます。

9. 紛争解決手段として仲裁の利用

• 仲裁は極めて一般的な紛争解決方法で、クロスボ
ーダーM&A案件では好まれます。最も人気のあ
る仲裁地はシンガポール国際仲裁センター（以下
「SIAC」）及び国際商工会議所です。SIACは最も
時間効率及び費用効率の高い仲裁機関とみなされ
ています。シンガポールで下された仲裁判断はイン
ドの裁判所で執行力があるものと認められていま
す。しかし、最近の判例では、インド国外で仲裁が
行われた場合に、インドの裁判所が暫定的救済を
付与することができるか否かについて多少不透明に
なっています。

• さらに、インド経済は為替管理制であるため、仲裁
判断の執行にインド国外にある資金の送金が伴う
場合、海外の仲裁判断の執行（所管のインド裁判
所によりその判断の執行命令が出された場合であ
っても）には、RBIによる承認が必要な場合があり
ます。

10. 契約書の締結に現地語の使用義務の有無

• インドで締結する契約書・法律文書には言語に関す
る規定はありません。
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