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第 84号（2018年 4月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インドネシア ： 企業の実質的な権利者の報告義務の制定及び外国人労働者

雇用手続の簡素化 
2. タイ ： 事業担保法における担保権者を拡大する省令の制定及び施行 
3. シンガポール ： 雇用法の大幅な改正－雇用法適用範囲の拡大等－ 
4. ミャンマー① ： ミャンマー投資法に基づく各省庁の許可取得が必要な事業

（電力・エネルギー省所管事業等）の明確化 
5. ミャンマー② ： 新会社法の施行に向けた準備状況のアップデート－会社設

立のための新たな申請書類の公表－ 
 
今月のコラム －アジア駐在員向けサッカー大会－ 

 

 

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 84

号（2018 年 4 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：企業の実質的な権利者の報告義務の制定及び外国人

労働者雇用手続の簡素化 
 

(1) 実質的な権利者の報告を求める大統領令 

 
2018年 3月 5日より、テロリズムへの資金提供、マネーロンダリングの防止・撲

滅のための企業の実質的な権利者（beneficial owner）についての情報開示に関する大

統領令 13 号（「本大統領令」）が施行されています。本大統領令は、企業に対して、

実質的な権利者を確定し、当局（法務人権省（MOLHR）及び投資調整庁（BKPM）

が想定されます）に対して報告することを求めています。 

本大統領令上、有限責任会社における「実質的な権利者」とは、(a) 会社の 25％超

の株式を保有する者、(b) 会社の 25％超の利益を享受する者、(c) 会社の取締役、コ

ミサリス（監査役に類似の役職）を任命・解任することができる者、(d) 会社の支配

権を有する者、(e) 会社の利益を直接又は間接に受領する者、(f) 会社の資金又は株式

の真の保有者等とされています。 

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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そして、企業は、設立、登録、許認可に関する当局への申請時等において、実質的

な権利者を確定の上、当局に報告する必要があります（併せて、本規則を遵守するた

めの責任者を従業員の中から任命する必要があります）。 

インドネシアでは、外資規制が存在する分野について、外国投資家からのローンを

原資にインドネシア人が会社の株式を形式的に保有し、外国投資家が会社を実質的に

支配するケース（「ノミニーアレンジメント」）が見られます。本大統領令は、贈収賄、

マネーロンダリング、課税の回避等を目的とした規則であり、ノミニーアレンジメン

トに直接言及するものではありませんが、法務人権省や投資調整庁に対して実質的な

権利者が報告されることにより、当局がノミニーアレンジメントを認識する可能性が

あります。 

なお、2018年 1月 2日に施行された投資調整庁の新規則（本レター第 82号（2018

年 2 月号））において、会社は一定の場合には、株主がノミニー株主でないことを宣

誓する旨の宣誓書を提出することを義務付けられています。本大統領令でも同規則と

同様に、インドネシア政府がノミニーアレンジメントに対して、従前よりも厳しく監

督する姿勢を取っているようにも見受けられるため、今後の実務動向も注視する必要

があります。 

 

(2) 外国人労働者の雇用に関する新規則の制定 

 

2018年 3月 29日に、外国人労働者の雇用に関する大統領令 20号が制定されてい

ます（同年 6月 29日に施行予定です）。同大統領令では、従来の外国人労働者の雇用

に関する許認可手続が簡素化されています。 

具体的には、従前の規則（2014年大統領令 72号）においては、外国人労働者を雇

用するに当たって、雇用主が外国人雇用計画（RPTKA）につき労働省から承認を得

た後、別途、外国人就労許可（IMTA）を申請・取得する必要がありました。 

これに対し、大統領令 20 号では、雇用主が RPTKA について労働省からの承認を

得た後に IMTA を取得することは不要とされており、RPTKA 自体が就労許可として

機能するものとされています。 

このように、IMTA取得の手続が不要となったことにより、外国人労働者に関して、

就労許可及びそれに引き続く滞在許可取得のための期間短縮が期待されます。 

 

（ご参考） 

本レター第 82号（2018年 2月号）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00030792/20180220-041424.pdf 
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2. タイ：事業担保法における担保権者を拡大する省令の制定及び施行 
 

タイでは、2016年に、債権者に占有を移すことなく動産に担保を設定することや個々

の財産の集合体である事業に担保を設定すること等を認める法律として、事業担保法

（Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015)、「事業担保法」）が施行され、注目を集め

ました。しかし、当初、事業担保法における担保権者の範囲として、タイに支店を有さ

ない外国金融機関が含まれていなかったため、海外の金融機関からは、改善を求める声

が聞かれていました。 

そうした中、2018年 2月 23日、新たな省令（the Ministerial Regulation Prescribing 

Other Persons as Security Recipients (No. 2) B.E. 2561 (2018)、「本省令」）が制定され、

事業担保法上の担保権者の範囲が拡大されました。本省令は、制定の翌日である 2018

年 2月 24日から施行されています。本省令が制定された背景、本省令の概要は次のと

おりです。 

 

(1) 本省令制定の背景 

 

事業担保法においては、同法に基づく担保権者になることができる者の範囲は、「金

融機関その他省令が定める者」に限定されています（事業担保法 7 条）。ここでいう

「金融機関」とは、次の者をいうと定義されています（事業担保法 3条 7項）。 

 

(a) タイ金融機関事業法上の金融機関 

(b) タイ生命保険法に基づき必要な許認可を得て生命保険業を行う会社、タイ損害保

険法に基づき必要な許認可を得て損害賠償保険業を行う会社 

(c) タイ特別法により設立された銀行、金融機関 

 

タイに支店を有する外国金融機関は、上記(a)に該当するため、事業担保法に基づく

担保権者になることが可能です。これに対し、タイに支店を有さない外国金融機関は、

上記(a)から(c)のいずれにも該当しないため、事業担保法 3条 7項及び 7条の「金融

機関」に該当しません。 

 

また、本省令施行前の 2016年 12月に施行された省令では、「その他省令に定める

者」として、証券化を目的とする特別目的事業体、上場信託の信託受託者、証券会社、

ミューチュアルファンド、先物取引業者、資産管理会社、ファクタリング事業者が挙

げられていました。しかし、タイに支店を有さない外国金融機関は含まれなかったこ

とから、本省令施行前においては、事業担保法上の担保権者の範囲に含まれていませ

んでした。 

 

(2) 本省令の概要 
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本省令は、事業担保法上の担保権者として以下の者が含まれる旨規定しています。 

 

(a) SME（中小企業）開発基金に関する工業省事務次官事務所 

(b)（タイの）金融機関と共にシンジケートローンを組む外国商業銀行 

(c) 割賦販売業及びリース業を行う目的を有する（タイの）法人 

(d) 貸金事業を行う目的を有する（タイの）法人 

 

上記(b)により、今後は、タイに支店を有さない外国金融機関であっても、タイの商

業銀行等と共にシンジケートローンを組む場合であれば、事業担保法上の担保権者と

して認められ、また担保権設定登記を行うことも可能となります。 

本省令は、タイに拠点を有さないものの国外から担保付き融資を行うことを検討し

ている日系金融機関にとって、重要な改正と考えられ、注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. シンガポール：雇用法の大幅な改正－雇用法適用範囲の拡大等－ 
 

2018年 3月 6日、シンガポール人材省（Ministry of Manpower）大臣による前日の国

会の予算委員会における答弁内容（「大臣答弁」）が公表され、現行の雇用法（Employment 

Act）が以下のとおり大幅に改正される予定であることが明らかとなりました。本レタ

ーでは、大臣答弁に基づいた主要な改正予定事項等について概説いたします。なお、改

正法案については 2018 年後半に議会の承認を求め、2019 年 4 月 1 日施行を目指すと

のことです。 
 

(1) 雇用法上の保護基準の撤廃 

現行法上、月給 4,500シンガポールドル（現在の為替レートで約 36万 8,000円）

を超える専門職・管理職（「PMET（Professional, Managers, Executives and 

Technicians）」）には雇用法が適用されません。 

これに対し、改正法案では同基準が撤廃され、全 PMET が一定の雇用法上の保護

を受けることになります。具体的には、最低限の年次有給休暇、有給祝日休暇、病気・

入院休暇、出産・育児休暇や、給与の適時払い、不当解雇規制等です。また、事業譲

渡・事業再編に伴う雇用契約の移転に際し、労働者側から従来の契約条件の維持も要

求できるようになります。 
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なお、公務員、家事労働者及び船員の雇用については、従来と同様、雇用法ではな

くそれぞれ個別の法律において規律されます。 

 

(2) 労働時間・残業代の支払いに関する保護範囲の拡大 

改正法案では、労働時間・残業代の支払いに関する規定（雇用法第 4章）により保

護される労働者の範囲が拡大します。具体的には、非ワークマン（典型は事務職・営

業職）に関して現行法上の適用対象は月給 2,500シンガポールドル（現在の為替レー

トで約 20万 4,000円）以下に限定されていますが、改正法案では基準額が月給 2,600

シンガポールドル（現在の為替レートで約 21万 2,000円）に引き上げられます。 

 

(3) 給料・不当解雇に関する紛争管轄の一本化 

現行法上、①賃金に関する紛争と②不当解雇に関する紛争とでは異なるルートによ

る紛争解決手続が設けられています。すなわち、賃金に関する紛争については、調停

前置主義がとられ、まず Tripartite Alliance for Dispute Management （「TADM」）で

の調停手続が行われ、それが奏功しない場合には、労使紛争審判所（Employment 

Claims Tribunals）で審判が下されるという制度になっています。不当解雇に関する

紛争は人材省が管轄しています。 

これに対して、改正法案ではこれらが一本化され、すべてを労使紛争審判所の管轄

とすることで、労使双方に「ワンストップサービス」を提供する予定です。 

 

(4) 外国人労働者規制 

上記以外にも、大臣答弁ではシンガポール人の雇用対策（特に PMET ポスト）を

拡充すべく、様々な政策について言及されています。 

 

(a) 各種規制強化 

現在、日本人を含むシンガポール人以外の外国人の採用に際し、従業員数が 25

人以下の企業の場合又は月給 12,000シンガポールドル（現在の為替レートで約 98

万 1,000円）以上のポストの場合であれば、Employment Pass（就労許可）の申請

前に政府が運営するシンガポール人向け求人サイト（Jobs Bank）へ 14 日間以上

求人広告を掲載する義務が免除されています。 

これに対し、2018年 7月 1日以降は、従業員数が 10人以下の企業の場合又は月

給 15,000シンガポールドル（現在の為替レートで約 122万 6,000円）以上のポス

トの場合にのみ同義務が免除されることとなります。 

また、S Pass（中技能外国人向け就労許可）の取得要件についても、2019年 1

月には、最低給与基準が現状の月給 2,200シンガポールドル（現在の為替レートで

約 18万円）から 2,300シンガポールドル（現在の為替レートで約 18万 8,000円）

に、2020年 1月には 2,400シンガポールドル（現在の為替レートで約 19万 6,000

円）に、それぞれ引き上げられることが予定されています。 
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(b) シンガポール人差別企業リストの運用 

今般の雇用法改正には直接関係しませんが、2016 年 2 月以降、人材省により、

従業員の採用に際してシンガポール人を差別していると判断された企業のリスト

（Fair Consideration Framework（FCF）Watchlist）の運用が行われています。大

臣答弁によると、現在までのところ 500社がリストに掲載されたとのことです。こ

のうち 150社については、雇用実務が改善されたためリストから除外されたと報告

されていますが、他方、残る 350社のうち 60社については、非協力的であり改善

傾向が見られないことを理由として、公正な雇用慣行を導入するまで就労ビザの剥

奪や EP申請の却下及び EP更新の拒絶等を行うことを明らかにしています。 

なお、リストに掲載された企業に関し、これまでに約 1,900件の EP取消し等が

行われたことが言及されています。その一方で、ワークフォースシンガポール

（Workforce Singapore）（前シンガポール労働力開発庁（Singapore Workforce 

Development Agency））等の働きにより、2,200人のシンガポール人が PMETポス

トを獲得したとも報告されています。 

 

以上のとおり、雇用法による保護の拡充と外国人労働者規制の両側面から、シンガポ

ール人の雇用を安定させる方策が採られており、今後も同様の制度改革が続行するもの

と思われますので、雇用法の改正等について引き続き動向を注視していく必要がありま

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①：ミャンマー投資法に基づく各省庁の許可取得が必要

な事業（電力・エネルギー省所管事業等）の明確化  

 
2017年 4月に運用が開始されたミャンマー投資法（Myanmar Investment Law）及び

関連規則によると、一定の事業類型については監督省庁による許可が必要とされていま

す（「省庁許可事業」）。省庁許可事業は 126業種存在しますが、①具体的にどのような

事業が該当するのか、②該当する場合に監督省庁はどのような基準に基づき許可を行う

のかという点が明示されておらず、運用上の課題とされています。 
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2018 年 2 月以降、ミャンマー投資委員会（MIC）は、省庁許可事業の各業種を明確

化するための措置を行っています。具体的には、同月に農業畜産灌漑省（Ministry of 

Agriculture, Livestock and Irrigation）所管の「商業畜産事業」を明確化する Notification

を発表し、その後 3月に情報省（Ministry of Information）及び内務省（Ministry of Home 

Affairs）所管の一部事業、4月に電力・エネルギー省（Ministry of Electricity and Energy）

所管の事業を明確化するアナウンスメントを発表しています。 

なお、電力・エネルギー省所管事業を例にとると、オフショア供給基地については詳

細な定義や検討要素が定められている一方で、石油・ガスの探査・生産等については概

括的な検討要素が列挙されているのみであり、各部門・部署による取組みの違いがある

ことが窺われます。注目の LPG 事業については、ある程度詳細な検討要素が列挙され

ていますが、具体的にどのような基準を満たせば許可が交付されるかという点は依然と

して不透明なままです。また、LNG事業については特に言及はされていません。 

このように一定の限界はありますが、こうした動きはミャンマー投資法の運用を改

善・明確化するための試みとして今後の展開が注目されます。 
 
5. ミャンマー②：新会社法の施行に向けた準備状況のアップデート－

会社設立手続のための新たな申請書類の公表－ 
 

本ニュースレター第 80号（2017年 12月号）でお伝えしたとおり、ミャンマーでは

2017年 12月 6日付で新会社法（Myanmar Companies Law）（「新会社法」）が成立し、

別途大統領が定める日より施行されることとなっていますが、投資企業管理局

（「DICA」）の発表によると、2018年 8月の施行が予定されています。 

新会社法の施行に向けた準備の一環として、DICAは 2018年 3月 22日、ウェブサイ

トにおいて、新会社法に基づく会社設立手続のための新たな申請書類の様式（「本様式」）

を公表しました。本様式は、DICA が新会社法の下で新たに導入を予定している電子登

録システムで使用することが前提とされています。なお、本様式の位置付け（ドラフト

としてパブリックコメントを募集する趣旨なのか、それとも DICAで最終決定したもの

なのか）は明確にされていませんが、新会社法の施行予定日に向けて、当局側の準備に

一定の進捗が見られるものと評価できます。 

 

本様式の記載に基づき、新会社法の下での DICAの運用に関して主な点を挙げると以

下のとおりです。 

 

・種類株式の発行がありうることが前提となっている 

新会社法の下で優先株式等のいわゆる種類株式の発行が解禁されることは本ニュ

ースレター第 79号（2017年 11月号外）にてお伝えしているとおりです。本様式上、

株式に関する情報として、普通株式以外に優先株式や償還株式等の株式の種類を記載

する欄が設けられています。このことは、DICA の実務運用上も種類株式の発行があ
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りうることを前提とした準備が進められていることを窺わせるものであり、種類株式

を用いた多様な投資スキームを採りうるようになることが現実味を帯びてきたとい

えそうです。 

 

・新設会社の株主の親会社に関する情報の記載まで必要となる 

新会社法上、新設会社の株主となる者が他の会社の子会社である場合には、会社設

立時の登録において株主の究極的な親会社（Ultimate Holding Company）に関する情

報が必要とされており、本様式上も当該情報の記載が必要とされています。日系企業

のミャンマーへの進出に際しては、日本又はシンガポール等の第三国に設立した子会

社を介してミャンマーに現地子会社を設立することがよく行われます。このような場

合、これまでは、現地子会社の直接の株主となる会社の情報を届け出ることで足りま

したが、本様式に基づく運用開始後は、その究極的な親会社（日本の本社）の情報も

DICAへ登録する必要があることになります。 

 

上記に挙げた点の他、本様式上、取締役就任に関する承諾書の取得が必要とされてい

る等、新会社法に基づく新制度の下で様々な実務運用の変更が見込まれるところです。

新会社法へのスムーズな移行が行えるよう、今後も当局の動向を注視していく必要があ

ります。 

 

（ご参考） 

本レター第 79号（2017年 11月号外）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00027949/20171128-043007.pdf 
 

本レター第 80号（2017年 12月号）： 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00028523/20171220-043301.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 
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今月のコラム－アジア駐在員向けサッカー大会－ 
 

日本企業のアジア進出の活発化に伴って、アジア各国で活躍する日本人駐在員の数は

急増しています。また、駐在する国も多様化しており、なかには複数の国に駐在する経

験を持っている方もたくさんいます（私も北京からホーチミンに移ってきました）。 

こうしたアジア各国の駐在員同士の交流を深めることを目的の一つとしたサッカー大

会が私の駐在するホーチミンで開催されました。参加国は、中国、ベトナム、タイ、イ

ンドネシア、香港、台湾、シンガポール、ミャンマー、インド、フィリピン等と多様で

したが、皆様とってもエネルギッシュであり、日本企業のアジアでの頑張りを反映して

いるようで嬉しく思いました。 

 

 

 

 

なお、なんとかホーチミンチームがホームの利を生かして優勝することができました

（笑）。 

 

（弁護士 山口 健次郎） 
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セミナー・文献情報 
 セミナー  『Business and Human Rights Due Diligence』 

開催日時  2018年 3月 15日（木）11:00～12:30 

開催場所  フィリピン 

講師    梅津 英明 

主催    International Bar Association 

 
 論文    「ミャンマー新会社法の全体像と今後の課題」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2162 

著者    眞鍋 佳奈 

 
 論文    「ミャンマー新会社法の成立 －その主要な改正点について－」 

掲載誌   会員向けレポートJapan Institute of Business Law 

（No. 39 2018年 3月 25日） 

著者    井上 淳 

 
 論文    「グループ会社管理の実務における諸論点（6・完） - 海外グルー

プ会社管理」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2163 

著者    梅津 英明、井上 諒一 
 

 論文    「東南アジア各国における会社法制と法務上のリスク －第 8回 

フィリピンにおける会社法制と主要な法務上のリスク」 

掲載誌   月刊監査役 No.681 

著者    梅津 英明、園田 観希央 

 

（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 


