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第 91号（2018年 10月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インドネシア ： 金融サービス分野におけるデジタル金融イノベーションに

関する金融庁規則 2018年 13号 
2. タイ ： 労働者保護法（Labor Protection Act (1998)）の改正法案 
3. シンガポール ： 2018年 8月 31日付けで施行された会社法改正の要点 
4. ミャンマー ： 外資による小売・卸売業実施に関する第 1号仮認可が出され

る 
 
今月のコラム －ホーチミンオフィス開設レセプションの開催－ 

 

 

はじめに 
 

このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ

ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第 91

号（2018年 10月号）を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務

展開の一助となれば幸いに存じます。 

 

1. インドネシア：金融サービス分野におけるデジタル金融イノベーシ

ョンに関する金融庁規則 2018年 13号 
 

インドネシア金融庁（OJK）は、2018年 8月 16日、金融サービス分野におけるデジ

タル金融イノベーションに関する金融庁規則 2018 年 13 号（「本規則」）を公布し、本

規則は同日付けで施行されました。近年、インドネシアにおいて、新たなテクノロジー

を用いた金融サービスを行うことを企図する事業者が増えていますが、このような金融

サービスを行うための手続等は必ずしも明確ではありませんでした。このような状況を

受け、本規則は、デジタル金融イノベーションの定義・要件、これに該当する活動を行

うための手続等を定めています。 

 

(1) デジタル金融イノベーション 

 

本規則では、デジタル金融イノベーションとは、デジタルエコシステムを伴い、金

融サービス分野において新たな価値を付加する、ビジネスプロセス、ビジネスモデル

及び金融ツールを改革する活動であると定義されています。 

デジタル金融イノベーションの範囲には、①取引の実行、②資金調達、③投資管理、

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 

（編集責任者：弁護士 武川 丈士、弁護士 小松 岳志） 
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④資金の収集及び分配、⑤保険、⑥市場サポート、⑦その他のデジタル金融サポート、

⑧その他の金融サービスが含まれるとされています。 

デジタル金融イノベーションに該当するための基準（「デジタル金融イノベーショ

ン基準」）として、①革新的であり将来性を有すること、②金融サービス分野におい

て消費者に対してサービスを提供するに当たり、情報通信テクノロジーを主たる設備

とすること、③金融への参加、リテラシーを補助すること、④広く有益かつ利用可能

であること、⑤既存の金融サービスと統合し得ること、⑥協力的アプローチを用いる

こと、⑦消費者及びデータの保護に注意を払うものであることが挙げられています。 

 

(2) デジタル金融イノベーション実施のための手続 

 

デジタル金融イノベーション活動を行うための手続は、①金融庁への申請、②

Regulatory Sandbox、③金融庁への登録の 3段階に分けて規定されています。 

デジタル金融イノベーションに該当し、デジタル金融イノベーション基準を満たす

活動を行おうとする、又は本規則の施行時点において既に行っている事業者は、金融

庁に対して申請を行わなければならないとされています。但し、既に金融庁に登録さ

れている、又は金融庁からライセンスを受けている事業者については、当該申請義務

は課されないものとされています。 

金融庁は、金融庁に申請されたデジタル金融イノベーション活動が、デジタル金融

イノベーション基準を満たしているかを、Regulatory Sandbox において検証すると

されています。Regulatory Sandbox とは、金融庁所管法令からの適用除外が認めら

れるデジタル金融イノベーションの試行期間であり、最長 1年の期間の中で金融庁に

より個別に定められ、6ヶ月間の延長が可能とされています。 

Regulatory Sandbox における試行の結果として、金融庁により、①レコメンデー

ションの付与、②改善勧告、③レコメンデーションの拒否のいずれかの判断が下され

ます。レコメンデーション付与の結果が得られた場合には、金融庁による登録が行わ

れ、登録証が発行されるものとされています。登録証の取得により、当該デジタル金

融イノベーション活動を行うことが可能になります。 

改善勧告が出された場合には、最長 6ヶ月間、改善を行う機会が与えられます。こ

れに対し、レコメンデーションの拒否がなされた場合、登録を行うことはできず、当

該デジタル金融イノベーション活動を行うことはできないことになります。 

 

(3) その他 

 

本規則においては、デジタル金融イノベーション活動の定義・要件・手続等に加え、

デジタル金融イノベーション活動に対するモニタリング、金融庁等への報告義務、デ

ータ保護、消費者への教育、保護等に関する規定等が置かれています。 
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(4) フィンテックに関するインドネシア銀行規則との関係 

 

なお、Regulatory Sandbox 等の手続を定める類似の規則として、フィンテックに

関するインドネシア銀行規則 2017年 19/12/PBI（「BIフィンテック規則」）がありま

す。原則として、支払システムについては BI フィンテック規則が適用対象とし、そ

れ以外の金融サービスについては本規則が適用対象とするという棲み分けになって

いると考えられています。 

 

 

 

 

 

2. タイ：労働者保護法（Labor Protection Act (1998)）の改正法案 
 

タイの労働者保護法は、1998 年の施行以降、社会・労働環境の変化に伴って定期的

に改正されてきました。そして、2018年 9月 20日に、雇用主と労働者の相互関係の観

点から、労働者保護法のさらなる改正案が立法議会（National Legislative Assembly）に

て予備承認（approval in principle）されました。以下、労働者保護法改正法案（「改正

法案」）の概要についてご紹介します。 

 

(1) 改正法案の概要 

 

(a) 新設合併における労働者の承継（13条） 

 

タイにおいては、会社の合併の形態としては新設合併（A 社と B社が合併して新

設の C社となる合併）のみが認められていますが、その新設合併が行われる場合、

現行法令では「法律上の効果」として（いわば自動的に）労働者の権利義務は旧雇

用主から新雇用主（C 社）に引き継がれると解されています。この点に関して、改

正法案においては、新設合併に際して労働者の個別の同意が必要であることが明示

されました。改正法案が正式に採用された場合は、事業譲渡の場合と同様に、新設

合併においても労働者の承継には対象労働者の個別同意の取得が必要となります。  

これに対して、対象労働者からの同意がない場合の取扱いについては、改正法案

に明確な定めがなく、今後の管轄当局の取扱いを注視する必要があります。タイ支

店を有する外国会社の吸収合併に関する過去の最高裁判例等を参考にすると、同意

をしない対象労働者との雇用契約は合併の効力発生により終了し、旧雇用主である

消滅会社に解雇補償金（下記(b)をご参照）の支払義務が生じて、新設会社にその支

払義務が承継されるのではないかと思われます。 

 

弁護士 竹内 哲 
 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhmjapan.com 
 

弁護士 井上 諒一 
（ジャカルタ AKSET法律事務所出向中） 
 03-6213-8104 

 ryoichi.inoue@mhmjapan.com 
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(b) 解雇補償金の最大支払率の変更（119条 1項） 

 

タイにおいては、雇用主が労働者の解雇に際し、当該労働者の勤続期間に応じて、

最終賃金の一定日数分に相当する金額（severance pay）を支払う必要があるとされ

ています（以下の表をご参照ください）。現行法令においては、勤続期間 10 年以上

の解雇補償金は一律最終賃金の 300日分とされていますが、改正法案では、さらに

上の枠として、勤続期間 20 年以上の労働者について、最終賃金の 400 日分の解雇

補償金の支払いが必要とされています。 

 

勤続期間 解雇補償金（最終賃金を基準とする） 

120日以上 1年未満 30日分 

1年以上 3年未満 90日分 

3年以上 6年未満 180日分 

6年以上 10年未満 240日分 

10年以上 20年未満 300日分 

20年以上（改正法案で追加） 400日分 

 

(c) 休暇に関する変更 

 

① 用事休暇（Personal Business Leave）（34条） 

タイにおいて、労働者は就業規則に従い、不可避の用事のために休暇を取得する

ことができるとされています。現行法令では具体的な内容は雇用主の裁量に委ねら

れていましたが、改正法案においては、労働者は少なくとも年に 3 日の用事休暇の

取得が認められることとされています。 

 

② 出産休暇（41条） 

タイにおいて、現行法令では、90日以下の出産休暇が認められていますが、改正

法案においては、日数が追加され、98日以下の出産休暇が認められることとされて

います。なお、この 98日の休暇には、出産前の検診休暇も含まれます。 

 

(d) 就業場所移転の場合の対応に関する変更（120条） 

 

タイにおいて、雇用主が事業所を他の場所に移転し、それにより労働者又はその

家族の生活に重大な影響が生じる場合、雇用主は 30日以上前に労働者に通知する必

要があります。労働者は、移転を望まない場合、上記通知のあった日又は事業所移

転日から 30日以内に雇用契約を終了する権利を有し、かつ、特別補償金を受領する

権利を有するとされています。もっとも、最高裁判例により、上記の「事業所を移
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転する場合」には、現在の事業所が閉鎖され、新設の事業所へ移転する場合のみが

該当すると解釈されていました。 

しかし、上記解釈・運用は労働者の保護の観点から不十分であるとされ、改正法

案においては、新設の事業所へ移転する場合のみならず、「既存の他の事業所に移転

する場合」も、雇用主は、事前にその旨の通知を事業所内の目に入りやすい場所に

掲示しなければならず、労働者は、移転により生活に重大な影響が生じる場合、上

記通知の掲示から 30 日以内に雇用主に対して雇用契約の終了を通知することがで

きるとされています（上記通知にはいつ、どこに移転するかを明確に記載する必要

があります）。これにより、「事業所を移転する場合」の解釈の範囲が拡大したもの

と考えられます。 

 

(2) まとめ 

 

労働省の通知によると、改正法案はさらなる検討の後、立法議会（National 

Legislative Assembly）において法案の最終承認がなされ、その後 30日以内に公布さ

れることになります。これまでのタイの日系企業における運用に影響する内容を含む

ことから、引き続き改正法案の状況についてはフォローアップを行う必要があると考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

3. シンガポール：2018年 8月 31日付けで施行された会社法改正の要
点 

 
昨年成立したシンガポール会社法改正法（Companies (Amendment) Act 2017：「2017

年会社法改正法」）のうち、未施行であった複数の規定が 2018年 8月 31日から施行さ

れました。以下、個別に詳述します。 

 

(1) 定時株主総会の開催の要否・開催時期に関する改正 

 

改正前の会社法（「改正前会社法」）においては、定時株主総会の開催時期は、前回

の定時株主総会の開催日を基準として定められていました。具体的には、設立後 2回

目以降の定時株主総会は、前回の定時株主総会から 15 ヶ月以内に開催する必要があ

りました。これに対し、2017 年会社法改正法では、事業年度の末日を基準にするこ

弁護士 二見 英知 
 +66-2-266-6485（Ext: 320）（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhmjapan.com 
 
弁護士 白井 啓子 
 +66-2-266-6485（Ext: 322）（バンコク） 

 keiko.shirai@mhmjapan.com 
 
 

弁護士 細川 怜嗣 

 +66-2-266-6485（Ext: 325）（バンコク） 
 reiji.hosokawa@mhmjapan.com 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

6 
 

とになったため、非上場会社については事業年度末日から 6ヶ月以内に、また上場会

社については事業年度末日から 4 ヶ月以内に定時株主総会を開催することが義務付

けられることになりました。 

また、2017 年会社法改正法により、非公開会社においては、事業年度末から 5 ヶ

月以内に全株主に財務書類を送ることで、定時株主総会の開催が原則として不要とな

りました。但し、以下のいずれかの場合、例外的に株主総会の開催が必要となります。 

 

(a) いずれかの株主が事業年度末から 6ヶ月後の日の 14日前までに定時株主総会の

開催を求めた場合 

 

(b) いずれかの株主又は監査人が財務書類を受領してから 14日以内に定時株主総会

の開催を求めた場合 

 

なお、上記規定は、事業年度末日が 2018 年 8 月 31 日以降の会社につき適用され

ます。 

 

(2) 年次報告書の提出時期に関する改正 

 

改正前会社法においては、年次報告書（annual returns）の提出時期も定時株主総

会の開催日を基準として定められていました。具体的には、年次報告書は原則として、

定時株主総会開催日から 30日以内に ACRAに提出する必要がありました。そのため、

定時株主総会の開催が遅れた場合、その後の期限がいずれも後ろ倒しになり続けると

いう不合理性が生じていました。 

しかし、2017 年会社法改正法により、年次報告書の提出時期は、定時株主総会の

開催日ではなく事業年度の最終日を基準として定められることになりました。すなわ

ち、非上場会社については事業年度末から 7ヶ月以内に、また上場会社については事

業年度末から 5 ヶ月以内に、それぞれ年次報告書を ACRA に提出する必要がありま

す（なお、シンガポール国外に株式資本及び支店を有する会社については、非上場会

社及び上場会社につきそれぞれ提出期限が 1ヶ月ずつ延長されます）。 

上記規定も、事業年度末日が 2018年 8月 31日以降の会社につき適用されます。 

 

(3) 事業年度に関する規制の新設 

 

上記のように定時株主総会の開催時期及び年次報告書の提出時期の基準になった

こととも関係していると思われますが、各企業が過度に自由に事業年度を変更するこ

とを防ぐため、改正前会社法には存在しなかった、事業年度に関する以下の各規制が

新設されました。 
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(a) 設立時及びその後の変更の際に、事業年度（financial year）の末日を登記官

（Registrar）に通知する必要がある 

 

(b) 5年以内に事業年度の末日を変更した会社は、再度の変更に際して登記官の承認

を得る必要がある 

 

(c) 会社の事業年度は、登記官が承認する場合を除いて 18ヶ月を超えてはならない 

 

また、事業年度の変更が認められるとしても、当該時点の事業年度及び直前の事業

年度に限られ、定時株主総会の開催、年次報告書の提出及び財務書類の送付の期限を

徒過していないことが条件となります。 

 

以上のとおり、シンガポールに現地法人を有する企業においては、施行された各規制

内容に留意する必要があります。 

 
※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 

 
 
 

 

 

 

 

4. ミャンマー：外資による小売・卸売業実施に関する第1号仮認可が
出される 

 
ミャンマーにおける Trading事業（小売・卸売業）の外資開放に関しては、本レター

第 85号（2018年 5月号外）及び第 89号（2018年 8月）において、ミャンマー商業

省（Ministry of Commerce）による 2018年 5月 9日付け Notification No. 25/2018（「本

Notification」）及び、本 Notificationに基づく同省への申請手続等を明確化する 2018年

7月 26日付け News Bulletin No. 2/2018についてその動向をお伝えして参りました（詳

細は下記のリンクをご参照ください）。 

本 Notification に基づく外資による Trading 事業への参入に関して、商業省は、2018

年 10月 17日付けで、同省のウェブサイトにおいて、外資による卸売業実施に関する第

1号及び第 2号の仮認可、小売業実施に関する第 1号及び 2号の認可を発行したことを

公表しました。日系企業としても、ユニ・チャームが卸売業の仮認可、イオンが小売業

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 
 takeshi.komatsu@mhmjapan.com 

 
弁護士 畠山 佑介 

 +65-6593-9764（シンガポール） 
 yusuke.hatakeyama@mhmjapan.com 

 

弁護士 川村 隆太郎 
 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhmjapan.com 
 
弁護士 花村 大祐 
 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhmjapan.com 
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の認可を取得しています。 

実際に外資開放策として適用されるのか若干疑問視する声もあった本 Notification で

すが、商業省による具体的な認可案件が出てきたことで、今後外資によるミャンマーで

の Trading事業への参入に向けた検討が本格化しそうです。 

 

（ご参考） 

本レター第 85号（2018年 5月号外） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031369/20180516-043759.pdf 

 

本レター第 89号（2018年 8月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031969/20180821-015720.pdf 

 

弁護士 武川 丈士 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 +95-1-255135（ヤンゴン） 

 takeshi.mukawa@mhmjapan.com 
 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-255136（ヤンゴン）  
 atsushi.inoue@mhmjapan.com 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 +95-1-255137（ヤンゴン） 

 kana.manabe@mhmjapan.com 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

 

【レセプション風景】 

 

今月のコラム－ホーチミンオフィス開設レセプションの開催－ 
 

当事務所は、2018年 8月 1日にホーチミンオフィスを開設し、本格的に業務を開始

しています。このホーチミンオフィス開設を記念して、同年 9月 17日にホーチミンの

InterContinental Saigon Hotelにて、ホーチミンオフィス開設レセプションを開催いた

しました。 

大変有り難いことに、総勢 298名と非常に多く

のクライアントの皆様にご出席いただき、大盛況

のうちに終えることができました。 

冒頭のご挨拶は在ホーチミン日本国総領事館

首席領事の細谷和則様、乾杯のご挨拶はベトナム

三菱商事株式会社ホーチミン支店支店長でおら

れ、ホーチミン日本商工会議所の会頭であられる

門脇恵一様より頂戴し、ベトナム経済の発展、日本・ベトナム両国の関係性の強化、益々

増える日本企業のベトナム進出等の多角的な視点から、激励のお言葉を頂き、身が引き

締まる思いでいっぱいです。 

当事務所メンバーによる挨拶の中では、江口拓哉ホーチミンオフィス代表弁護士によ

る「最速でベトナムのナンバーワンの日系事務所となる」という固い決意や、（私の発

言ですが）「ベトナムに骨を埋める」という覚悟を表明させていただきました。また、

ホーチミンオフィスに続いて、将来のハノイオフィスの開設も視野に入れるという今後

の展望もお伝えし、事務所一丸となって、有言実行の精神でベトナム現地にて邁進して

いく所存です。 

今後も、ベトナムにおいて、クライアント

の皆様が最も重要な問題に直面し、最も複雑

な課題を抱え、また最も迅速な解決が必要と

なった場合、まず頼りにされ、コンタクトさ

れる法律事務所となること（クライアントの

皆様の Firm of Choiceとなること）ができる

よう、ホーチミンオフィスのメンバーとして、

全力で取り組んでまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（弁護士 西尾 賢司） 

 

 

【ホーチミンオフィスのメンバー】 
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セミナー・文献情報 
 セミナー 『増大する輸出管理リスクへの対応 ～「防衛装備移転三原則」等 

 の制定と国際研究開発をはじめ、改正外為法による日米の安全保障 

 貿易管理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～』 

開催日時  2018年 10月 25日（木）14:00～17:00 

講師    玉木 昭久 

主催    株式会社経営調査研究会 

 

 論文 「Japan: Legal landscape for Islamic finance」 

掲載誌   Islamic Finance News 

著者    石川 直樹 

 

 本 『変わる M&A』（2018年 9月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    石綿 学、内田 修平、梅津 英明、大石 篤史、紀平 貴之、酒井 真、 

塩田 尚也、棚橋 元、戸嶋 浩二、増島 雅和、松下 憲（共著） 

 
NEWS 
 ALB M&A Rankings 2018にて高い評価を得ました 

Thomson Reutersが発行する ALB（Asian Legal Business）2018年 9月号の特

集記事 「ALB M&A Rankings 2018」 にて、当事務所は日本の法律事務所として

Tier 1に選ばれました。 

なお、タイにおいては、Chandler MHM（バンコクオフィス）が Tier 1に選ばれ

ております。 

 

 シンガポール国際仲裁センターにおける商事仲裁にて、日立製作所を代理しまし

た 

弊所は、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）にて、POSCO ICT Company Ltd 

（「PICT」)から日立製作所に対して申し立てられた商事仲裁につき、日立製作

所を代理いたしました。本件紛争は、ベトナムホーチミン市における地下鉄一号

線の建設に関する日立製作所及び PICT 間の契約に関するものであり、PICT に

よる日立製作所に対する契約違反に基づく損害賠償を求める仲裁申立に対し、日

立製作所も PICTに対し、契約違反に基づく損害賠償を求めて反対請求を申し立

てたものです。2018年 7月 20日になされた仲裁判断では、日立製作所の請求が

認められ、PICTは日立製作所に対し、5179万米国ドル（現在の為替レートで約

58 億 620 万円）及びこれに対する利息並びに仲裁費用の支払義務を負うことが

命じられました。本件仲裁は、シンガポールの Allen & Gledhill法律事務所及び

弊所の眞鍋 佳奈 弁護士、金丸 祐子 弁護士、Chia Chi Chong 弁護士及び辰野 
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嘉則 弁護士にて担当しました。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


