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This newsletter summarises some of the key changes 

affecting foreign investment in South and Southeast Asia. 

本ニュースレターは、外国から南アジア及び東南アジア向け

投資をする際に影響のある変更のうち重要なものをまとめ

たものです。 
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タイ：保険部門での外資出資規制を緩和 

Amendments to the existing insurance laws have been 

introduced in Thailand that make certain changes to the 

level of permitted foreign ownership, creditors’ rights and 

the liquidation process for insurance companies. The 

Life and Non-Life Insurances Acts No 3 (the Insurance 

Acts) came into effect on 6 March 2015 and the key 

provisions include: 

保険会社に関する外資出資制限、債権者の権利及び清算

手続きについての変更を盛り込んだ保険法の改正がタイで

実施されました。2015年 3月 6日に施行された第 3次改

正生命保険・損害保険法（「改正保険法」）の主な内容は以

下のとおりです。 

 Foreign shareholding. There has been a technical

increase in the cap on foreign ownership of

insurance companies from 24.99% to exactly 25% of

the total issued voting shares. However, this is still

not enough to enable a foreign shareholder to block

shareholders’ resolutions from being passed, as

even special resolutions can be passed by exactly

75% of the shareholders.

 外資保有制限： 保険会社に対する外資保有比率の上

限が、議決権付株式の発行済総数の 24.99％から

25％に引き上げられました。但し、特別決議の場合で

も、可決には株主の 75％の承認が必要であることか

ら、今般の上限引き上げ後も、外資の株主は引き続き

株主総会決議の可決を阻止することはできません。

Prior to the Insurance Acts coming into effect, the 

Office of Insurance Commission (the OIC) had the 

discretion to increase the foreign shareholding cap 

改正保険法の施行以前は、保険委員会事務局（Office 

of Insurance Commission、「OIC」）が裁量により外資

保有比率を 25％から最高で 49％まで引き上げることを
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from 25% up to 49% and the Minister of Finance 

had a separate discretion to approve foreign 

shareholdings in excess of 49% (with the 

recommendation of the OIC). The Insurance Acts 

leave both discretionary powers untouched, 

although they have widened the grounds upon 

which the Minister of Finance can exercise its 

discretion. 

認める権限を有しており、また、財務省もこれとは別に、

（OICの勧告を受けて）外資保有比率を 49％超に引き

上げることを認める権限を有していました。改正保険法

は、両機関の裁量権を残した上で、財務省が裁量権を

行使することのできる事由を新たに追加しました。 

Prior to the Insurance Acts coming into effect, 

permission for a foreign shareholding in excess of 

the 24.99% cap was only granted if the insurer was 

in a condition that may cause damage to the insured 

or the public. However the Insurance Acts have 

added the following additional grounds as grounds 

pursuant to which the Minister of Finance would be 

permitted to increase the new 25% cap: 

改正保険法の施行以前は、保険会社が被保険者又は

社会一般に損害をもたらすおそれがある場合にのみ、

24.99％の上限を超える外資保有が認められましたが、

改正保険法では、財務省が新しい上限である 25％を超

える外資保有を許可する事由として、新たに以下の２つ

が追加されました。 

o to promote the strength of the insurance 

company; or 

o 保険会社の健全性の強化を目的としたものである

こと、又は 

o to strengthen the insurance industry in Thailand. o タイの保険業界の強化を目的としたものであること 

 Source of Funds. The Insurance Acts have also 

expanded the sources from which funds may be 

obtained by insurance companies and the scope of 

activities that an insurance company is allowed to 

undertake. For example, insurance companies are 

now permitted to borrow funds to repay claimants if 

their insurance license has been revoked. 

 資金源： 改正保険法により、保険会社の資金調達先

及び活動可能範囲も拡大されました。例えば、保険会

社が保険業の認可を取り消された場合、当該保険会社

は保険金請求者への弁済のために資金を借り入れるこ

とが認められるようになりました。 

 Liquidation. The Insurance Acts have amended the 

liquidation process for an insurance company to 

enable insurance funds to step in to compensate 

claimants during the liquidation process and before 

the court declares the company insolvent. This has 

been achieved by, among others: 

 清算： 改正保険法により、保険会社の清算手続が見

直され、保険会社が清算手続中で裁判所が破産を宣告

する前であっても、保険基金が介入し、保険金請求者に

弁済できるようになりました。主な改正点は、以下のとお

りです。 

o ensuring that the Civil and Commercial Code or 

Public Companies Act (as applicable) apply to 

insurance companies that have had their license 

revoked; 

o 保険業の認可が取り消された保険会社に対して、

民商法典又は（適用ある場合）公開会社法を適用

する。 

o enabling the OIC to provide security and 

insurance reserves to the liquidator of an 

insurance company; and 

o OICは、保険会社の清算人に担保及び保険準備

金を提供することが可能となる。 

o requiring the claimants against an insurance o 保険金請求者が清算人に保険金を請求できるよ
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company to be notified of the liquidation so as to 

enable them to submit their claims to the 

liquidator. 

う、保険会社が清算する場合には保険金請求者に

通知することを保険会社に義務付ける。 

 Creditors. The Insurance Acts also prohibit creditors 

from executing debt judgments against the security 

deposits and reserves of an insurer while the insurer 

is in liquidation. However, once the liquidation is 

completed, creditors are granted special preference 

rights against the insurer’s security deposits and 

reserves, which outrank the claims of other 

creditors. 

 債権者： 改正保険法においても、保険会社が清算手

続中である間は、債権者が判決確定債務として保険会

社の営業保証金及び準備金に対して強制執行をかける

ことは禁止されています。但し、清算手続の完了時点

で、債権者は、他の債権者の債権に優先して、保険会

社の営業保証金及び準備金から優先的に弁済を受け

る権利を有します。 

The OIC is currently working on a new draft insurance 

act (both life and non-life), a draft of which was 

circulated in early April 2015. We will provide further 

details of the changes once the relevant legislation has 

been passed. 

OICは現在、2015年 4月上旬に公布された法案を基に新

たな保険法（生命保険及び損害保険の双方を対象とする）

の法制化の作業を進めています。法案が可決され次第、改

正点の詳細をお知らせする予定です。 

MUCH-NEEDED CHANGES ARE MADE TO THE SEBI 

DELISTING REGULATIONS 

要請の強かったインド証券取引委員会の上場廃止規則の

改正が実現 

The Indian securities regulator, the Securities and 

Exchange Board of India (SEBI), recognized, following 

its discussion paper on delistings in May 2014, that in 

India between 2009 and 2014 24% of delisting offers 

had failed. Accordingly, SEBI opted to amend both the 

SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations 2009 and 

the SEBI (Substantial Acquisition and Takeovers) 

Regulations 2011 (the Takeover Regulations) 

(together, the Delisting Regulations). The changes are 

also designed to address issues such as potential 

market manipulation under the price discovery process, 

lack of investor appetite and the time consuming nature 

of the process. Some of the key changes to the Delisting 

Regulations include the following: 

 

インドの証券監督機関であるインド証券取引委員会

（Securities and Exchange Board of India、「SEBI」）は、

2014年 5月に発表した上場廃止に関するディスカッション

ペーパーを踏まえて、2009年から 2014年の間に試みられ

た上場廃止買付けの 24％が実現に至らなかったことを認め

ました。これを受けて、SEBIは、2009年 SEBI規則（普通

株式の上場廃止）及び 2011年 SEBI規則（株式の大量取

得及び買収）（「公開買付規則」）（以下総称して「上場廃止

規則」）の改正に踏み切りました。今般の改正は、価格決定

プロセスにおける市場操作の可能性、投資家の投資意欲の

欠如及び手続の煩雑さといった問題への対応も考慮したも

のとなっています。上場廃止規則の主な改正点は、以下の

とおりです。 

 Management responsibility. The board of directors 

of a company making a delisting offer must make 

appropriate stock exchange disclosures and review 

the trades of the top 25 shareholders of the 

company for a period of two years prior to the date 

when the offer is considered. 

 経営陣の責任： 上場廃止買付けを行う会社の取締役

会は、証券取引所に対して適切な開示を行い、かつ、か

かる買付けを実施しようとする日までの 2年間につい

て、自社の上位 25名の株主が行った取引を審査しな

ければなりません 

 Calculating the final price. The final offer prices to be 

paid to public shareholders in a delisting offer are to 

 買付価格の算出： 上場廃止買付けにおいて、一般株

主（public shareholder）に支払う最終的な買付価格
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be determined by a reverse book building process. 

The Delisting Regulations now provide that the final 

offer price shall be the price up to which the 

aggregate number of shares offered, if accepted, will 

enable the shareholding of the acquirer to reach the 

threshold limit of 90%. 

は、リバース・ブックビルディング方式により算出しなけ

ればなりません。上場廃止規則の改正により、最終的な

買付価格は、応募株式総数に対して買付がなされた場

合に取得者の株式保有比率が基準となる 90％に達す

るまでの最高価格に設定するものとされました。 

 Timeline. The timeline for completing a voluntary 

delisting has also been reduced to 76 working days 

(previously 137 calendar days). 

 スケジュール： 自主的上場廃止が完了するまでの期間

が（これまでの 137暦日から）76営業日に短縮されまし

た。 

 Takeover incentives. An acquirer was previously 

only allowed to make a voluntary delisting offer after 

an open offer under the Takeover Regulations had 

completed. However, this has been changed in the 

Delisting Regulations and an acquirer can now 

specify its intent to delist in the detailed public 

statement issued under the Takeover Regulations 

and the target company may be directly approached 

to proceed with a voluntary delisting. 

 買付けのインセンティブ： 取得者はこれまで、公開買付

規則に基づく公開買付けを実施した後でなければ、自

主的な上場廃止のための買付けを行うことが認められ

ていませんでした。上場廃止規則の改正により、取得者

は、公開買付規則に基づき行う公告において上場廃止

の意思を明示することが可能となり、対象会社に対し

て、自主的な上場廃止手続を進めるよう直接的に要請

することが可能となりました。 

The streamlining of the process should hopefully speed 

up the overall process for making a delisting offer, 

making strategic mergers and acquisitions more 

attractive to listed companies. Importantly, reverse book 

building will help to remove speculator influence over the 

exit price. Nevertheless, two-thirds of the public 

shareholders still have to consent to the delisting and 

acquirers must still reach the 90% ownership threshold 

in order to make a delisting offer. 

手続の簡略化により、上場廃止買付けの手続全体が迅速

化すると期待されることで、上場会社にとって戦略的な M&A

を実施する妙味が高まると思われます。更に重要なのは、リ

バース・ブックビルディング方式が採用されることで、投機筋

の影響が買付価格に及びにくくなるという点です。とはいえ、

今後も上場廃止には一般株主の 3分の 2の同意が必要で

あり、また、取得者が上場廃止買付けを行うためには 90％

の株式保有比率基準を満たす必要がある点については変

わりはありません。 

AMENDMENTS TO VIETNAM’S INVESTMENT LAW 

AND THE ENTERPRISE LAW TO BOOST M&A 

ベトナム投資法及び企業法の改正により、M&Aの増加が見

込まれる 

Changes are being introduced in Vietnam to improve on 

the existing legal framework for foreign and local 

investment in Vietnam and clear up confusion over what 

constitutes a foreign invested enterprise (FIE). Currently, 

Vietnamese authorities do not have a consistent 

approach towards FIEs; some require majority foreign 

ownership, whilst others find less than 50% to be 

sufficient.  The changes will be implemented by making 

amendments to the 2005 Investment Law and the 2005 

Enterprise Law (the Amendments), which will take 

effect on 1 July 2015. 

外国及び内国法人による投資の法的枠組みを見直し、外国

投資企業（foreign invested enterprise、「FIE」）の定義を巡

る混乱を解消することを目的とした法改正がベトナムで実施

されました。ベトナムの規制当局は、現在、FIEに対して一

元的な対応を取っていません。外資保有比率が過半数であ

ることが要求されることがある一方で、外資保有比率が

50％に満たない場合でも十分であると判断されることもあり

ます。今般の改正は、2005年投資法及び 2005年企業法

の改正（「本改正」）により実現されるもので、2015年 7月 1

日に施行されます。 

Pursuant to the Amendments, FIEs will be replaced by 本改正により、FIEに代わる外国投資企業（foreign 
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foreign invested economic organisations (FIEOs), which 

shall be held to stricter licensing requirements if foreign 

investors hold, in aggregate, 51% or more of the FIEO’s 

total charter capital. 

invested economic organization、「FIEO」）という定義が導

入され、外国投資家の保有比率の合計が FIEOの定款資

本金（charter capital）の 51％以上である場合には、より厳

格な許可要件が課されることになります。 

The 51% cap only relates to the overall charter capital of 

the Vietnamese company and not voting shares. 

Accordingly, companies in Vietnam can have both 

ordinary voting shares and non-voting shares, with the 

foreign investor owning the majority of voting shares, but 

which represents less than 51% of the total charter 

capital. 

51％という外資保有比率の上限は、対象となるベトナム企

業の定款資本金の総額に対する比率をいうもので、議決権

付株式に対する比率をいうものではありません。したがっ

て、ベトナムで会社を設立する場合、通常の議決権付株式と

議決権のない株式を発行し、議決権付株式に対する外資保

有比率は過半数とする一方で、定款資本金に対する外資保

有比率は 51％未満とすることも可能です。 

Other key changes that the Amendments incorporate 

are as follows: 

本改正に盛り込まれたその他の主要な改正点は、以下のと

おりです。 

 Holding Companies. Previously, holding companies 

were not generally permitted in Vietnam due to the 

need to specify the business operations of the 

company in its Enterprise Registration Certificate or 

Investment Certificate (as applicable). However, as 

the Amendments remove this requirement, it would 

appear that holding companies would now be 

permitted to be set up. 

 持株会社： ベトナムではこれまで、企業登録証明書

（Enterprise Registration Certificate）又は（適用ある場

合）投資証明書（Investment Certificate）に会社の事業

内容を明記しなければならなかったため、原則として持

株会社は認められていませんでした。しかし、本改正に

より、この要件が撤廃されたことで、今後は持株会社の

設立が認められるものと見られます。 

 Voting. The thresholds for passing ordinary and 

special resolutions in a joint stock company have 

been reduced from 65% to 51% of the voting shares 

of attending shareholders for ordinary resolutions 

and 75% to 65% of the voting shares of attending 

shareholders for special resolutions. For limited 

liability companies, the thresholds remain as before 

(i.e. 65% for an ordinary resolution and 75% for a 

special resolution). 

 議決権： 株式会社において普通決議及び特別決議を

可決するために必要な決議要件が、普通決議について

は株主総会出席株主の議決権の 65％から 51％に、特

別決議については同 75％から 65％に引き下げられま

した。有限責任会社については、かかる決議要件は現

行のまま据え置かれました（普通決議は 65％、特別決

議は 75％）。 

 Investment Certificates. Investment Certificates, 

which were previously required by FIEs, have been 

replaced by an Investment Registration Certificate 

(IRC) in an attempt to reduce the historic delays for 

foreign investors. Any FIEO in which foreign 

investors hold 51% of its charter capital will be 

required to have an IRC. The process of obtaining 

the IRC is now intended to take no more than 15 

days. Despite the streamlining of the licensing 

process, certain projects related to sectors such as 

sea transportation, telecommunications, banking, 

finance and insurance will also require additional 

 投資証明書： これまで FIEに取得が義務付けられてい

た投資証明書に代わり、外国投資家が投資する際の手

続の遅滞を解消するため、投資登録証明書

（Investment Registration Certificate、「IRC」）が新た

に導入されました。外資保有比率が定款資本金の 51％

以上である FIEOはすべて、IRCの取得が義務付けら

れます。今後は、IRC取得の手続を 15日以内に完了さ

せることを目指しています。許可手続は簡略化されたも

のの、海運、通信、銀行、金融及び保険等の業種に関

係する一定の業務については、一定の承認を追加的に

取得することが義務付けられます。 
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specific approvals. 

Investments by foreign investors in public or listed 

companies are currently capped at 49% of the charter 

capital but this is being reviewed by the Vietnamese 

authorities and a new decree increasing this to 60% is 

expected in October 2015. We will follow up on this 

further as more details emerge. 

現行制度では、公開企業又は上場企業に対する外国投資

家の投資比率は、定款資本金の 49％が上限とされていま

すが、ベトナムの規制当局は現在この上限を見直し中であ

り、2015年 10月にはこの上限を 60％に引き上げる法令が

施行される見通しです。詳細が明らかになり次第、追加の情

報をお知らせする予定です。 

MYANMAR OPENS ITS DOORS TO FOREIGN 

LENDERS 

ミャンマーが外資系金融機関に門戸を開放 

Although foreign banks are currently prohibited from 

carrying out banking business within Myanmar, there are 

plans to introduce them into the market, initially through 

joint ventures with local banks, with the ultimate goal 

being to allow foreign banks to operate there through 

wholly owned subsidiaries and branches. 

ミャンマーでは現在、外資系銀行が国内で銀行業務を行うこ

とは禁止されていますが、外資系銀行による銀行業務への

参入を認めようという計画が進められています。現地の銀行

との合弁事業から参入を許可し、最終的には、外資系銀行

が完全子会社及び支店を通じて銀行業務を行うことを認め

る方針です。 

In Spring 2014, foreign banks with representative offices 

in Myanmar were invited to tender for licences to 

operate one branch each, where they would be able to 

provide limited services, primarily wholesale banking 

services for foreign companies operating in Myanmar. 

2014年春、ミャンマーに駐在員事務所を置く外資系銀行

は、１行につき１支店の開設を認める認可を取得するための

入札に招かれました。但し、支店で行うことのできる業務は

限定されており、ミャンマーで事業を行う外国企業を対象とし

た法人向け（ホールセール）銀行業務が中心となります。 

Currently, nine such branch licences have been issued 

to foreign lenders, including three of the largest 

Japanese banks, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 

Sumitomo Mitsui Banking Corp and Mizuho Bank, as 

well as Australia & New Zealand Banking Group Limited, 

Bangkok Bank, Industrial and Commercial Bank of 

China, Malayan Banking (Maybank), Oversea-Chinese 

Banking Corporation and United Overseas Bank (UOB). 

Each bank will have 12 months to prepare for the 

opening of their branches in Myanmar and the newly-

licensed lenders are moving fast to take advantage of 

Myanmar’s burgeoning financial sector. UOB has been 

the first to offer an onshore loan, which was granted to 

Rangoon Excelsior Company Limited, a French-

Myanmar joint venture at the beginning of May 2015. 

現在までに外資系金融機関 9行に支店開設の認可が発行

されています（日本の三大銀行である三菱東京 UFJ銀行、

三井住友銀行及びみずほ銀行、オーストラリア・ニュージー

ランド銀行、バンコック銀行、中国工商銀行、マラヤン銀行

（メイ銀行）、オーバーシー・チャイニーズ銀行並びにユナイ

テッド・オーバーシーズ銀行（「UOB」））。各行は、ミャンマー

に支店を開設するまでの準備期間として 12カ月の猶予を与

えられますが、新たに認可を取得した金融機関は、急成長

を遂げるミャンマーの金融部門におけるビジネスチャンスを

活かそうと急ピッチで準備を進めています。UOBが国内融

資案件の第 1号を手がけ、2015年 5月上旬にフランスとミ

ャンマーの合弁事業である Rangoon Excelsior Company 

Limitedに融資を行いました。 

FOREIGN INVESTMENT WANTED IN INDIA’S 

INSURANCE COMPANIES 

インドの保険会社に対する外国投資が増加 

We previously reported on India’s 2014 budget speech 

in our September 2014 Newsletter, where the Indian 

government proposed raising the cap on foreign 

2014年 9月号の本ニュースレター（インドの予算演説につ

いて）でお知らせしたとおり、インド政府は保険会社の外資

保有比率の上限を 26％から 49％に引き上げることを提案
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investment in insurance companies from 26% to 49%. していました。 

The Indian Parliament has now agreed with this 

proposal and in March 2015 the Insurance Laws 

(Amendment Bill) 2015 (the Bill) was enacted, officially 

raising the total foreign investment limit to 49%, subject 

to obtaining the prior approval of the Foreign Investment 

Promotion Board (FIPB). In addition, control of Indian 

insurance companies has been clarified in the Indian 

Insurance Companies (Foreign Investment) Rules 2015, 

so that control must be exercised by Indian citizens or 

Indian companies, controlled by Indian citizens. 

Unfortunately, the term “control” has not been defined in 

the legislation, although it is likely that the Foreign 

Investment Promotion Board will consider the extent to 

which an insurance company satisfies the Indian control 

criteria as part of any application by a foreign investor to 

increase its shareholding to 49%. 

インド議会はこの度、同議案を可決し、2015年 3月に 2015

年保険法（改正法案）（「本法案」）が成立しました。これによ

り、インド外国投資促進委員会（Foreign Investment 

Promotion Board、「FIPB」）から事前に承認を取得すること

を条件に、外資保有比率の上限が正式に 49％に引き上げ

られることとなりました。また、2015年インド保険会社規則

（外資出資）においてインドの保険会社の支配の要件が明

確化され、インド国籍保有者又はインド国籍保有者が支配

するインド法人によって支配されていることが要件として定

められました。しかしながら、外国投資家が持株比率の

49％への引き上げを申請する場合、FIPBは、当該保険会

社がインド国籍者による支配の基準をどの程度充足してい

るかを考慮する可能性が高いにもかかわらず、「支配」という

用語が同規則の中で定義されなかったことは残念です。 

Since the Bill, we have started to see foreign insurance 

companies looking to increase their stake in Indian 

insurance companies up to the new cap. For example, 

AXA SA has recently received regulatory approval to 

increase its shareholdings in Bharti AXA Life Insurance 

Company and Bharti AXA General Insurance Company. 

本法案の成立以来、インドの保険会社に対する持株比率を

改正後の上限まで引き上げる可能性を模索する外資系保

険会社が見られるようになってきました。例えば、AXA SA

は先般、Bharti AXA Life Insurance Company及び Bharti 

AXA General Insurance Companyに対する持株比率の引

き上げについて、規制当局から承認を取得しました。 

It was thought that whilst such an increase would not 

have a significant impact on the level of new investment 

from international insurance companies (as they still 

would not be able to have a controlling stake in an 

Indian insurance company), a higher cap would have an 

impact on private equity firms looking to invest in the 

sector. Experts have commented that such a change 

can potentially bring in up to US$3billion of foreign 

investment in the country’s insurance industry. 

外資保有比率の上限が引き上げられても、（インドの保険会

社の支配持分を保有することは現在も認められていないた

め）国際的な保険会社からの新規投資の水準に多大な影響

が及ぶことはないとの見方がありますが、上限の引き上げ

は同国の保険業界への投資の可能性を模索するプライベー

トエクイティ会社には影響を及ぼす可能性があります。専門

家は、今般の上限の引き上げにより、インドの保険業界への

外国投資が最大で 30億米ドル増加する可能性があると見

ています。 
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