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インドネシアの銀行部門の規制環境の現状について 
執筆者  ジェイク・ロブソン（シンガポールオフィス） 

（参考訳） 原題： The Current Regulatory Environment in the Indonesian Banking Sector 

インドネシアは、絶え間なく力強い GDP の成長と中間層の拡がりを見せ続けており、これまで長い間、外国、特に日本

のような高度に発達した国内市場を有し、本業の成長を遂げることが非常に困難になってきたことに対応して限界利益

性も低下した国からの、銀行部門への投資のターゲットとされてきました。 

こうした投資は、比較的最近までインドネシア政府や規制当局によって奨励されており、同国の銀行における外国資本

の制限に関する点では、インドネシアはアジアで最も自由な投資制度を有していたといえます。120 行を超えるインドネ

シアの商業銀行のうち約 1/3 は何らかの外国資本が入っており、大手 15 行（このうち 10 行は外国資本の影響を大き

く受けています。）が現在インドネシア国内の全商業銀行の資産合計の 70%以上を占めています。 

しかし、同部門は 2 つの大きな問題に直面しています。 

- まず第一に、120 行を超える商業銀行があることにより業界は統一化されているとはおよそいえません。このこ

とが新たに創設された金融サービス庁（Otoritas Jasa Keuangan、「OJK」）が効率的にその監督機関としての

役割を果たすことを非常に困難にしています。2014 年 1 月初旬、効率的に監督権限を行使するため、OJK はイ

ンドネシア中央銀行（Bank Indonesia）の銀行部門に対する規制監督権限を承継しました。 

- 第二に、インドネシアでは、特定の政治家から提唱される排外主義・保護主義的な感情に呼応して、国家主義が

強まっている傾向にあり、ここ数年、天然資源部門にその兆候が見られましたが、今ではこれが銀行部門にも拡

がっています。 

上記の第二の問題は、シンガポールの DBS が、2012 年 4 月 2 日に、（DBS の株式 29.7%を保有する）シンガポー

ルの政府系投資会社、タマセク・ホールディングス（Temasek Holdings）から約 60 億米ドルでダナモン銀行（Bank 

Danamon）の株式 67.4%を買収する計画を発表した時点で浮上してきました。当時 DBS はダナモン銀行の少数株主

が保有する残余株式 32.6%に対し強制的な一般公開買付を行う義務を負っていました。 

DBS によるダナモン銀行買収案件（詳細は後述）は、2012 年 7 月に公表された新たな銀行に対する資本規制の導入

を引き起こしたインドネシア中央銀行の重要な事例として様々な場面で引き合いに出されています。 

銀行株式の所有に関する 2012 年規則 

2012 年 7 月 13 日、（当時インドネシアの銀行規制当局であった）インドネシア中央銀行が、単一の株主又は企業グル

ープによるインドネシアの銀行の株式の所有を制限した規則 Regulation No 14/8/PBI/2012（「2012 年規則」）を公表

しました。続いて 2013 年 3 月 6 日、インドネシア中央銀行は、この 2012 年規則を実施する、商業銀行の株式所有に

関する通達 Circular Letter No 15/4/DPNP を公表しました。インドネシア中央銀行が行った様々な発表によると、

2012 年規則の目的は次のとおりです。 

1. インドネシアの銀行部門の正常なコーポレートガバナンスを促進し、 

2. インドネシアの銀行の財務を強化し、かつ 

3. 単一の株主又は株主集団が及ぼすインドネシアの銀行への過度の影響を防止すること。 
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株式所有の上限 

2012 年規則はインドネシア国内外の株主に適用され、インドネシアの銀行の株式の所有について、次のとおり上限を

設けています。 

1. 単一の銀行又は銀行以外の金融機関（ノンバンク）は、インドネシアの銀行の発行済株式資本を 40%まで保有

できる。 

2. 単一の非金融機関は、インドネシアの銀行の発行済株式資本を 30%まで保有できる。 

3. 個人は、インドネシアの銀行の発行済株式資本を 20%まで保有できる。 

これは、40-30-20 ルールと呼ばれています。 

2012 年規則は「銀行」、「ノンバンク」、「非金融機関」について定義していませんが、2012 年規則の指針には次の規

定があります。 

1. 保険会社、年金基金又は金融会社はノンバンクに含まれる。 

2. 特別目的会社、ファンドマネジメント会社又はヘッジファンドはノンバンクには含まれない。 

2012 年規則は、上記の所有限度を超えるために、株主が協調して行動をすることをも防止しています。 

適用除外 

銀行 

外国の上場銀行（「株主銀行」）で OJK がその適格性を認めたものは、インドネシアの銀行の株式を 40%超（所定の

限定的期間については 99%まで）保有することができます。但し、OJK の承認を得ること、及び株主銀行が以下の要

件を充足することが条件とされます。 

1. 財務が健全であること 

2. リスク特性に従って、最低自己資本比率を維持していること 

3. 6%以上の tier 1 資本を有すること 

4. 株主銀行の本国の規制当局が、対象銀行の株式の取得を推奨していること 

5. 対象銀行の株式に転換可能な債券（「転換社債」）の買取りを約束していること 

6. OJK が定めた期間中は対象銀行の株式を保有することを約束していること 

7. 対象銀行を通じてインドネシアの経済発展を支援することを約束していること 

但し、2012 年規則には、上記の適用除外規定の適用を制限する 3 つの規定が含まれています。 

まず第一に、2012 年規則には株主銀行によるインドネシアの銀行の株式の 40%超の取得は以下の 2 段階を経て行

われることを要するとの規定があります。 

1. 株主銀行はまず対象銀行の株式の 40%までを取得する。 

2. その後、5 年の審査期間のうち連続して 3 半期について、対象銀行がインドネシア法の下で義務付けられる

財務の健全性及び正常なコーポレートガバナンスの水準を維持している場合に限って、40%を超える株式を

追加取得できる。 

第二に、2012 年規則は、株主銀行によるインドネシアの銀行の株式取得の日から 5 年以内に、（上場していない場

合に限り）対象銀行は株式を上場し、その発行済株式資本の 20%以上を一般株主保有としなければならないと規定
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しています。このルールはインドネシアの買収ルールに合致するもので、インドネシア証券取引所に上場する会社の

買収後は、その株式保有が 80%以下に至るまで取得株式を売却することが義務付けられています。 

最後に、インドネシアの銀行は転換社債の発行に必要なすべての承認を得ることが義務付けられています。 

なお、2012 年規則により株主銀行がインドネシア証券取引所上場の国内銀行の株式を 50%を超えて所有すること

が許容されている場合、その許容範囲内で、当該株主銀行に対し、対象銀行の残余株式について強制的公開買付に

着手する義務が生じることにもご留意ください。 

国営銀行 

2012 年規則は、インドネシアの中央政府又は地方政府による国内銀行の所有には適用されません。したがって、既

存の国営銀行 4 行（Bank Mandiri、Bank Negara Indonesia、Bank Rakyat Indonesia 及び Bank Tabungan 

Negara (Persero)）は上記の所有制限の適用を受けません。 

一般的適用免除 

インドネシア中央銀行（現在は OJK）は、2012 年規則が定める許容持株割合を超えて国内銀行の株式を保有するこ

と（特定の期間に限る。）を株主に許可する権利を有しています。2012 年規則は、どのような事情の下でインドネシア

中央銀行がかかる適用免除を与えるか明記していません。しかし、2012 年規則の指針においては、インドネシア中

央銀行は、適用免除の可否について決定するにあたり、インドネシアの金融システム及び国家の経済発展を考慮す

ると規定しています。 

既存の大株主に対する 2012 年規則の影響 

2012 年規則は、規定文言上は、同規則における許容限度を超えてインドネシアの銀行の株式を保有する既存の株主

に対し、例外的な場合を除いては、その持分比率が許容限度になるまで株式を処分することを義務付けていません。 

例えば、現時点で 2012 年規則の許容限度を超えて株式を保有する既存の株主は、2013 年 12 月までの年次審査期

間において対象銀行が財務の健全性及び正常なコーポレートガバナンスを要求水準に維持することができなかった場

合、2019 年 1 月までに株式を処分して同規則の許容限度まで持株比率を引き下げることが義務付けられています。 

また、2013 年 12 月末後に連続して 3 年間、インドネシアの銀行が財務の健全性及び正常なコーポレートガバナンス

を要求水準に維持することができなかった場合、上記の処分は最終の年次審査期間の末日から 5 年が経過する前に

行わなければならないとされています。 

2012 年規則はかかる強制処分の条件（処分価格など）について何ら指針を定めていません。 

外国投資家に適用される新たな要件の追加 

2012 年規則は、また、インドネシアの銀行の株式の 25%超を保有するに至った、いわゆる「支配株主」となった外国の

株主（「外国支配株主」）に適用される追加的要件を定めています。 

外国支配株主は、OJK より「適格性あり」との承認を受けることに加え、対象となるインドネシアの銀行を通じて同国の

経済発展を支援することを約束し、かつ本国の金融監督機関からの推奨を得なければなりません。さらに、外国支配

株主は、次の投資格付を有することも要します。 

1. 外国銀行については、最低投資格付より 1 グレード上であること 

2. 外国ノンバンクについては、最低投資格付より 2 グレード上であること 

3. 外国非金融機関については、最低投資格付より 3 グレード上であること 
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なお、投資格付は Fitch、Moody's 又は Standard & Poor その他 OJK が承認する格付機関によるものとされていま

す。 

解説 

2012 年規則は、一定条件の下に株主銀行に対しインドネシアの銀行の株式の 40%超（限定的な期間については

99%まで）を所有することを許容しています。しかし、この適用除外規定についてはインドネシアの銀行部門への参入

に関心のある新たな銀行投資家とって懸念事項となる重大な障害があります。それは、2012 年規則が株主銀行に 2

段階による株式取得を義務付けていることです。第一段階で 40%を取得し、その後 18 ヵ月以上が経過した後に、かつ

かかる 18 ヵ月の「審査期間」中に対象銀行が財務の健全性及びコーポレートガバナンスに係る一定水準の要件を充

足した場合に限り、残余株式を取得することが認められています。 

この「審査期間」がインドネシアの銀行の過半数持分を取得しようとする新たな銀行投資家にとって大きな障害となりま

す。しかし、上記のとおり、インドネシア中央銀行（現在は OJK）は株主に対し、2012 年規則が定める許容限度を超え

て国内銀行の株式を保有すること（特定の期間に限る。）を許可する権利を有しています。但し、どのような状況で OJK

にこの裁量権を行使する用意があるのかは今なお不明であり、OJK は今日までこれを行使したことはありません。 

インドネシア中央銀行が「審査期間」中に株主銀行に国内銀行の株式の 40%超を保有することを許可する一般的な適

用免除の権利を用いることにより、上記で説明した 2 段階取得プロセスが必要となることを回避することが望まれてい

ました。しかし、DBS によるダナモン銀行買収案件に関する限りにおいては、インドネシア中央銀行の（2012 年規則施

行後初となる）承認が、そのような希望を打ち砕いたようにみえます。この承認により次のことが明らかになりました。

(a) DBS は 2012 年規則に即して当初はダナモン銀行の株式の 40%までのみ取得でき、(b) シンガポール通貨監督

庁（Monetary Authority of Singapore）がまずシンガポールにおいて営業するインドネシアの銀行について同等の取

扱いを示した場合のみ、DBS は 40%を超える株式を取得することができる。 

インドネシア中央銀行によるこの決定は、DBS の買収申込みの撤回という事態を招き、（日本を除く）アジア最大規模

の不成功に終わった買収案件の一つとなりました。これは銀行を対象にインドネシア市場への参入を図る新たな銀行

投資家に懸念を生じさせました。インドネシア中央銀行は、株主銀行が「審査期間」中に国内銀行の株式の 40%超を

保有することを認める一般的適用免除規定を用いる用意がなかったばかりでなく、株主銀行が 40%を超えて保有割合

を増加させる前に充足すべき条件として適当とみなす条件を課すことができることを示唆したのです。DBS のダナモン

銀行買収案件では、DBS が 40%を超えてその株式を増加させ得る前提としてインドネシア中央銀行が課した上記の

「互恵」条件は、（2012 年規則は銀行部門の財務強化を促すことを意図するものであることを念頭におくと）ダナモン銀

行の財務の健全性には何ら関係がありません。それどころか「互恵」条件は DBS のダナモン銀行買収案件には全く関

連性はなく、主としてシンガポール・インドネシア政府間の政治問題の様相を呈しています。 

OJK が一般的適用免除規定を適用するか否かを決定するにあたり同様の方針を採用するか、そうだとして、どのよう

に適用するかはいまだ判然としません。しかし、DBS によるダナモン銀行買収案件の顛末は、シンガポール・インドネ

シア間でしばしば見られる難しい関係によって生じたものであり、主に政治的に引き起こされたものとして広くみられて

いることから、この DBS/ダイナモン銀行案件に対するインドネシア中央銀行のアプローチを参考になる前例として深読

みしすぎることのないよう注意しておくことが望ましいといえます。 

2012 年規則がインドネシアの銀行の外国株主をターゲットとしたものでないとしても、現実は、次のような複数の理由

で当該規則が外国株主に相応の影響を及ぼすでしょう。 

1. 第一に、戦略的な外国株主は、通常、対象銀行の経営及び方針につき指図することを希望し、これを効率的に

行うために、過半数持分の取得を目指します。対象銀行の定款又は株主間契約において外国投資家が経営

への影響力を獲得する試みは、非合法ではありませんが、特に対象銀行が上場している場合、規制上の観点

からすると問題となる可能性があります。  
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2. 第二に、インドネシアの銀行の少数株主に留まる銀行は、対象銀行の株式の全部又は支配的な割合の株式を

取得していた場合には可能である方法と同じ方法でその経営を統合することは困難を伴う可能性があります。 

3. 第三に、銀行がインドネシアの銀行の少数株主持分としての株式を取得することは、かかる株式を規制目的上

のコア資本から控除する必要がある可能性があるため、バーゼル III 規制の下では非効率な資本となるおそれ

があります。 

今後の見通し 

では、以上の点を踏まえると、外資によるインドネシアの銀行部門への投資について今後の見通しはどのようになるで

しょうか。 

短期的には、相対的に消極的な見通しとなると考えます。上記の理由（特に、投資家が 40%超の株式を取得できるよ

うになるまで、どのような条件が課されてどのような条件が課されないのかについて OJK の明確な方針がないこと）に

より、大部分の外国投資家はインドネシアの銀行の少数株主持分を取得することを躊躇するでしょう。2013 年末のイ

ンドネシア中央銀行から OJK への権限の移管もまた投資家の懸念材料となっています。 

しかし、この否定的見通しも邦銀数行がインドネシアの銀行への投資を検討することを抑制することにはなりませんで

した。例えば、三井住友フィナンシャルグループ（「SMFG」）は最近、約 15.2 億ドルを支払ってインドネシアの銀行 PT 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional の株式 40%を取得することに合意しました。この株式の取得は 2 段階構造と

なっていました。第一段階は、（OJK の適格性承認が要求される基準値を下回る）24.9%の取得で、第二段階は、本案

件の公表日において未取得であった OJK の適格性承認を前提条件とした、残りの 15.1%の取得でした。 

外資によるインドネシアの銀行部門への投資についての中長期的な見通しについては、OJK が次に掲げる権限行使

について、明確でかつ商取引上合理的な政策を策定できた場合には、短期的見通しに比べて積極視できるのではな

いかと思われます。 

1. インドネシアの銀行の株式所有割合を 40%に制限すること 

2. 株主が（単独取得により）インドネシアの銀行の株式の 40%超を取得することを認める一般的適用免除を行使

すること 

3. インドネシアの銀行の株式の 40%超を取得する株主に諸条件を課すこと（かつかかる諸条件が 2012 年規則

に定められた目的であるインドネシアの銀行の財務の健全性のみに関するものであること） 

この積極的な見通しは、インドネシア中央銀行による単一持株政策（single presence policy）の緩和が裏付けていま

す。この政策は 2006 年以来実施されており、概して、インドネシアの銀行の支配的地位にある者は 1 個の経済主体

を通じてのみ銀行部門に参画することを確保する、という意図を有していました。単一持株政策の変更により、現在は

複数のインドネシアの銀行の株式を保有する株主が、これらの銀行を合併、統合し、又は、単一持株会社の下に置くこ

とが認められています。この政策の緩和は、金融業界においてインドネシアがアジアの重要な成長市場の一つである

ことを踏まえると、2012 年規則の実施に伴う初期の問題が解決されれば、外資による投資や買収をさらに促進させる

ものとなるでしょう。 

現在、インドネシア議会ではインドネシアの銀行株式の所有の規制に向けた法案が提出されていることにもご留意くだ

さい。この法案の進捗状況を監視するとともに、同法案が通過した際には本レポートの最新版としてこの法案に関する

解説をお送りします。 
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本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 
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