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This newsletter summarises some of the key changes 
affecting foreign investment in South and South-East 
Asia, in particular focusing on the markets of India, 
Indonesia and the Philippines. 

本ニュースレターは、インド、インドネシア及びフィリピンの各

市場に焦点をあてつつ、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重要な変更をまとめたもの

です。 
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INDONESIA’S NEW NEGATIVE LIST インドネシアの新ネガティブリスト

The Indonesian Government has issued a new negative 
list (the Negative List). The Negative List details the 
business sectors that are closed for foreign investors 
and those that are conditionally open for foreign 
investment. The Negative List came into effect on 24 
April 2014. The Negative List makes certain changes 
compared to the previously existing negative list, which 
it supersedes. 

インドネシア政府は新たなネガティブリスト（以下「新ネガティ

ブリスト」といいます。）を公布しました。 ネガティブリストと

は、外国投資家に対し門戸を閉ざしている事業分野及び条

件付で門戸を開いている事業分野を列挙したもので、2014

年 4 月 24 日に発効しました。新ネガティブリストは旧ネガテ

ィブリストを一部改定するものであり、改定部分については

新ネガティブリストが優先します。 

The effect of the changes compared to the previous 
negative list depends very much on which sector one is 
looking to invest into. Some of the key sectors that have 
been affected by the changes include: 

どの事業分野に投資しようとするかによって、旧ネガティブリ

スト改定による影響は大きく異なります。この改定の影響を

受けた主要セクターには次のものが挙げられます。 

Power plants, power transmission and power 
distribution. Foreign investment in high capacity power 
plants (generating more than 10 MW) and companies 
involved in power transmission and power distribution 
has been increased from 95% to 100% during a 
concession period if part of an approved Public Private 
Partnership (PPP) scheme. Outside of the concession 

発電所・送電・配電事業  許認可を受けた官民連携（以下

「PPP」といいます。）スキームの一環であれば、大容量発電

所（10MW 超の発電）並びに送電及び配電事業に従事する

企業への投資に関する外資比率が、特権期間内では 95%か

ら 100%に引き上げられました。特権期間外では、これらの事

業の外資比率の上限は依然として 95%となっています。 
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period, the 95% ownership threshold remains for these 
investments. 

Oil and gas. (A) (i) Oil and gas well operation and 
maintenance, oil and gas design and engineering 
services (all previously unregulated); (ii) installation of 
offshore oil and gas upstream production and online 
pipeline installation for oil and gas, horizontal or vertical 
tank, installation of onshore oil and gas storage and 
marketing, and oil and gas technical inspection service 
(all previously unregulated); and (iii) onshore oil and gas 
drilling (previously 95% foreign ownership), are now 
closed to foreign investment. 

石油・ガス事業  (A)(i)石油及びガス井の維持管理、石油

及びガスに関する設計エンジニアリングサービス（従前はい

ずれも規制なし）、(ii)海底石油及び海底ガスの上流生産設

備並びに石油及びガスの水平又は垂直タンク用オンライン・

パイプラインの設置、陸上での石油及びガスに関する保管

販売設備の設置、並びに石油及びガスに関する技術検査サ

ービス（従前はいずれも規制なし）、並びに(iii)陸上での石油

及びガス掘削事業（従前の外資比率は 95%）については現

在外国からの出資は受け入れていません。 

(B) Offshore oil and gas drilling is now more restricted to 
foreign investment; whereas 95% foreign ownership was 
previously permitted, this has been reduced to 75% 
foreign ownership. 

(B)海底石油及び海底ガス掘削事業は現在外資に対する規

制を強めており、従前には 95%の外資比率が認められてい

ましたが、現在は 75%に引き下げられています。 

 

(C) Construction of oil and gas platforms, which was 
previously closed to foreign investment, is now permitted 
up to a 75% interest. 

(C)石油及びガスのプラットフォーム建設事業は、従前は外

資に対して門戸が閉ざされていましたが、現在では 75%まで

持分の所有が認められています。 

Pharmaceuticals Manufacturing. Foreign investment in 
pharmaceuticals manufacturing has been increased 
from a cap of 75% to 85%. 

製薬業  製薬業の外資比率の上限は、75%から 85%に引き

上げられました。 

Transportation. Construction of public cargo terminals 
and land transportation terminals for passengers, and 
multimode transport are now both closed to foreign 
investment; whereas previously a 49% foreign interest 
was permitted. Foreign investment in the provision of 
seaport facilities has been increased from 49% to 95% 
during a concession period if part of an approved PPP 
scheme. Outside of the concession period, the 49% 
threshold remains for foreign investment in the provision 
of seaport facilities. 

運輸業  公共貨物ターミナル及び陸上旅客運送ターミナル

の建設事業並びにマルチモード輸送については、従前には

49%の外資比率が認められていましたが、現在では外国から

の投資は閉鎖されています。許認可を受けた PPP スキーム

の一環であれば、海港施設提供事業の外資比率の上限は

特権期間内では 49%から 95%に引き上げられました。特権期

間外では、海港施設提供事業の外資比率の上限は 49%に

留まっています。 

Import / distribution and warehousing. Foreign 
investment in companies whose main business is 
importation, distribution and/or warehousing has been 
reduced from 100% to 33%. 

輸入/流通及び倉庫業  主たる事業目的を輸入、流通及び

/又は倉庫業務とする企業の外資比率の上限は 100%から

33%に引き下げられました。 

Venture capital. Venture capital financing has been 
increased from 80% to 85%, which is line with the 
existing regulation issued by the Minister of Finance. 

ベンチャーキャピタル  ベンチャーキャピタルへの資金拠出

比率は 80%から 85%に引き上げられましたが、これは財務省

が発令した既存の規制に沿ったものです。 

The above list is not exclusive and each investment 上記のリストは全てを網羅するものではなく、各投資事案に
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would need to be reviewed on a case by case basis. 
The changes to the Negative List do not have 
retrospective effect and hence do not affect investments 
made in these sectors prior to the new Negative List 
being issued.  

ついてはケースバイケースで検討する必要があります。新ネ

ガティブリストの改定に遡及効はありませんので、新ネガティ

ブリスト公布前に行われた事業分野への投資に影響はあり

ません。 

The Negative List does not impact investments into 
publicly listed companies but there may be other local or 
industry specific regulatory restrictions that apply to a 
public company, which would again need to be 
considered on a case by case basis. 

上場会社への投資には新ネガティブリストは影響を及ぼさな

いものの、他に適用される地域又は業界固有の規制を受け

る可能性がありますので、こちらもケースバイケースの検討

が必要となります。 

THE INDIAN BUDGET インドの国家予算案 

The new Government of India, led by Narendra Modi, 
issued its first, post-election, budget on 10 July 2014. In 
the budget, the Government proposed certain limited 
changes to the foreign ownership restrictions, in 
particular in the insurance and defence sector, and 
announced certain new investment opportunities in the 
infrastructure sector. 

2014 年 7 月 10 日、ナレンドラ・モディ率いるインドの新政府

は選挙後初の国家予算案を発表しました。この中で、特に

保険及び軍需の各事業分野において、外資規制に対する

限定的な変更を提案するとともに、インフラ部門について新

たに投資機会を設けることを公表しました。 

Insurance. It was proposed that the cap for foreign 
investment in insurance companies be increased from 
26% to 49%. The increase was approved by the Union 
Cabinet on 24 July 2014 but a provision was inserted 
requiring the management and control of the insurance 
company to be with an Indian entity, which means there 
will be restrictions on the shareholders of the insurance 
company entering into contractual shareholders’ 
agreements, whereby the foreign partner seeks to 
control management and policy decisions of the 
company. 

保険業  保険会社の外資比率の上限を 26%から 49%に引

き上げることが提案されました。2014 年 7 月 24 日、この引

上げは閣内で承認されましたが、保険会社の経営及び支配

はインド法人とともに行うとの要件が関連条項に盛り込まれ

ました。当該要件は、株主間契約（これによって外国の提携

先は当該会社の経営及び意思決定を支配しようとします。）

を締結することを前提としており、契約を締結した保険会社

の株主にとって制約が加わることを意味します。 

All investment proposals beyond 26% foreign 
investment in insurance companies will have to be 
routed through the Foreign Investment Promotion Board. 
The 49% cap is composite, including any foreign 
portfolio investments. 

保険会社の外資比率 26%を超える投資提案はすべて、外国

投資促進委員会（Foreign Investment Promotion Board、以

下「FIPB」といいます。）を通じて届け出なくてはなりません。

49%の上限は、外資ポートフォリオ投資を含む外資全体を組

み合わせた比率です。 

It is thought that the increase from 26% to 49% will not 
have a significant impact on investments from 
international insurance companies, as they would still 
not be able to have a controlling stake in an Indian 
insurance company. However, the increase may have a 
significant impact on private equity firms looking to 
invest in the sector, as they can take larger stakes in the 

かかる 26%から 49%への引上げによっても、インドの保険会

社を支配するまでの持分保有には至らないため、国際的保

険会社による投資にとっては重大な影響はないものと考えら

れます。但し、インドの保険会社の持分をこれまで以上に多

く取得することが可能となるため、保険業界への投資を検討

しているプライベートエクイティファンドには、かかる引き上げ

は重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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insurance companies. 

Defence. It was proposed that the cap on foreign 
investment in the defence sector would be increased 
from 26% to 49%. Any such investment would require 
the approval of the Foreign Investment Promotion 
Board. Similar to the insurance sector, the management 
and control of the defence company should be with an 
Indian entity. 

軍需産業  軍需産業の外資比率の上限を 26%から 49%に

引き上げることが提案されました。この投資はいずれも FIPB

の承認が要件となります。保険業と同様、軍需企業の経営

及び支配はインド法人とともに行わなければなりません。 

As defence companies are keen to protect their 
technology and know-how, it seems unlikely that the 
increase in the foreign ownership cap will have a 
significant impact on the willingness of foreign defence 
companies to invest, as it will still leave them without the 
ability to control the Indian company. 

軍需企業は自社の技術及びノウハウの保護に熱心である

ため、また、外国軍需企業はインド企業の支配能力が依然

としてないことから、外資比率の上限引上げによっても、外

国軍需企業の投資意欲に重大な影響を及ぼす可能性は低

いと思われます。 

Infrastructure Projects. India’s Finance Minister also 
announced various new investment opportunities in 
infrastructure projects across India. In particular, it was 
announced that there would be: (i) development of 
metro projects in Tier 1 and Tier 2 cities on a PPP basis; 
(ii) expansion and development of rail connectivity in the 
North-Eastern part of India on a PPP basis; (iii) 
development of sea ports and increasing capacity at 
existing ports; (iv) development of industrial corridors 
across the country; and (v) development of airports in 
several cities, again on a PPP basis. 

インフラ計画  インドの財務大臣はまた、インド全域を対象

とするインフラ計画についての新たな各種投資機会を公表し

ました。特に、(i)PPP による Tier 1 及び Tier 2 都市の地下

鉄開発の計画、(ii)PPP によるインド北東部の鉄道路線の拡

張及び開発、(iii)海港の開発及び既存港における収容能力

の拡大、(iv)インド全域の産業大動脈の開発、並びに(v)PPP

による数都市の空港開発があることが公表されました。 

The budget speech does give rise to a number of 
interesting opportunities for foreign investment but we 
will need to review the fine print of the legislation, when 
released, to really understand the impact of these 
proposed changes. 

この予算演説は外資にとっても興味深い投資機会を生み出

していますが、これらの外資規制に関する変更案の影響を

確実に理解するため、該当する法律の細則が発表され次

第、検討する必要があります。 

CHANGES TO THE INDIAN PRICING GUIDELINES インドの価格ガイドラインの改定 

The Reserve Bank of India (RBI) has, pursuant to a 
circular dated 15 July 2014, introduced new pricing 
guidelines for valuation of equity instruments in India 
(the Pricing Guidelines). Since 2010, the pricing 
guidelines had required all valuations (other than in 
respect of listed shares or unlisted shares subject to an 
optionality clause) to be based on the "Discounted Free 
Cash Flow" method of valuation. The changes to the 
Pricing Guidelines affect the issuance and transfer of 
equity shares, compulsorily convertible preference 

インド準備銀行（RBI）は、2014 年 7 月 15 日付通達に基づ

き、インドの持分金融商品の評価について新たな価格ガイド

ライン（以下「価格ガイドライン」といいます。）を導入しまし

た。2010 年以降、価格ガイドラインでは、全ての有価証券

（上場株式又はオプショナリティ条項付非上場株式を除く）の

評価は「DCF」法に基づくこととされていました。価格ガイドラ

インの改定は、インドの会社の普通株式、強制転換条項付

優先株式及び強制転換条項付社債の発行及び譲渡に影響

を及ぼします。 
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shares and compulsorily convertible debentures of 
Indian companies.  

The new Pricing Guidelines stipulate that (other than 
securities having an optionality clause, see below) the 
price to be paid by the non-resident should not be less 
than the fair value of shares determined pursuant to an 
internationally accepted pricing methodology for 
valuation of shares on an arm's length basis and 
certified by a chartered accountant or a merchant 
banker registered with the Securities and Exchange 
Board of India (the Fair Value Method).  

この新価格ガイドラインは、（下記のオプショナリティ条項付

証券を除き）非居住者が支払う価格は、独立企業間取引に

よる株式評価のための国際的に認められた価値算定方法

に基づき算定され、かつ、インド証券取引委員会（Securities 

and Exchange Board of India）に登録された公認会計士又は

商業銀行が証明する公正な評価額を下回ってはならないと

規定しています（以下「公正価格評価法」といいます。）。 

For securities that have an optionality clause, the 
transfer price should not exceed the price determined by 
the Fair Value Method. The guiding principle would be 
that the non-resident investor is not guaranteed any 
assured exit price at the time of making such 
investment/agreements and shall exit at the fair price 
computed as above at the time of exit, subject to any 
lock-in period requirement, as applicable. 

オプショナリティ条項付証券については、売買価格は公正価

格評価法により算定された価格を超えてはなりません。指針

によると、非居住投資家は当該出資/契約成立時に何らか

の確実な出口価格を保証されるわけではなく、投下資本の

回収時に、所定のロックイン期間を条件として、場合に応じ

て、上記のように計算された公正価格により投資から撤収す

べきとされています。 

The price of listed equity shares shall continue to be 
based on the price of the share on the relevant stock 
exchange. 

上場会社普通株式の価格は引続き、該当する証券取引所

における株価を基準としています。 

The de-regulation of valuations in respect of the sale 
and purchase of shares will bring in an increased 
commercial flexibility in valuations, which foreign 
investors have been longing for in the current economic 
climate. 

株式等の売買に関する価格評価方法についての規制撤廃

により、価格評価の点において取引上の柔軟性が増すこと

となります。外国投資家は現在の経済情勢の中でこれを待

ち望んできました。 

CHANGES TO THE PHILIPPINES BANKING LAW フィリピン銀行法の改正 

In July 2014, President Benigno Aquino III signed a new 
law removing restrictions on foreign ownership of banks 
in the Philippines, subject to the usual “fit and proper” 
approval of the central bank (Bangko Sentral ng 
Philipinas). Prior to these changes, foreign investment in 
Philippine banks had been capped at 60%. Foreign 
banks are therefore allowed to own up to 100% of the 
voting shares of a Philippine bank, to establish branches 
and to establish 100% owned subsidiaries in the 
Philippines. The cap on the number of wholly-owned 
overseas lenders permitted to operate in the country, 
which was formerly fixed at 10 lenders, has also been 
removed. 

2014 年 7 月、ベニグノ・アキノ 3 世大統領は、中央銀行

（Bangko Sentral ng Philipinas）の通常の「適格性基準（fit 

and proper）」による承認を条件として、フィリピン国内の銀行

における外資に対する規制を撤廃する新法に署名しました。

本改正前、フィリピンの銀行の外資比率の上限は 60%でし

た。本改正により、外国銀行は、フィリピンの銀行の議決権

を 100%まで所有すること、フィリピン国内に支店を設置する

こと及び全額出資子会社を設立することが可能となります。

同国での営業を認められた 100％外資系金融機関数の上

限（改正前は 10 行）も撤廃されました。 
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The passing of the new law also allows the country to 
prepare for the Association of Southeast Asian Nations 
(Asean) financial integration (Asean Financial 
Integration). Under the Asean Financial Integration, so-
called qualified Asean banks can operate within Asean 
jurisdictions on equal terms as domestic banks of that 
jurisdiction subject to certain prudential and governance 
standards. 

新法の成立により、同国は ASEAN の金融統合（以下

「ASEAN 金融統合」といいます。）に向けて準備することがで

きるようになりました。ASEAN 金融統合の下では、いわゆる

適格 ASEAN 銀行は、一定の健全性及びガバナンス基準に

従って、ASEAN 域内で各国内銀行と同等の条件で営業を

行うことができます。 

The five main domestic players in the Philippines 
banking sector are relatively well capitalised and tend to 
be controlled by families who are unlikely to be willing to 
give up control. Although some of these may be 
prepared to consider minority investments from either 
strategic or private equity investors, the second tier of 
domestic banks are probably more likely to be the 
subject of foreign investment in the short term.   

フィリピンの国内主要銀行 5 行は比較的良好な資本状態に

あり、各行は、同族支配される傾向にあります。そして、各行

を支配している一族が、その支配権を放棄する可能性は低

いと考えられます。確かにこれらのうち一部の銀行は、戦略

投資家やプライベートエクイティ投資家による少数持分投資

を検討する準備があるかもしれませんが、短期的には国内

準大手銀行が外国投資の対象となる可能性がより大きいと

思われます。 

If you are interested in understanding more about any of 
the above topics or if we can be of any assistance then 
please do not hesitate to contact us. 

上記トピックについてご理解を深めたいとお考えの場合、又

は当事務所でお役に立つことがある場合、ご遠慮なくご連絡

ください。 
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