インドネシアにおける
M&A
2011年12月６日、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、Soewit Suhardiman Eddymurthy Kardono法律事務所（SSEK）および海外投融
資情報財団（JOI）は、国際協力銀行（JBIC）の後援で標記セミナーを開催いたしました。本稿では当日の概要をお届けします。なお、当
日配布資料はJOIウェブサイトにてご覧いただけます（要ログイン）
。
（文責：アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 金子圭子、松本拓）

所であり、上級審は高等裁判所で、その上に最高裁判

はじめに

所がある。
上述のとおり、民法などのオランダ植民地時代から
形成された法体系の一部が現在も生きている反面、会

日本企業によるインドネシア進出は決してここ数年

社法は2007年に、外資規制を定めた投資法も2007年

で始まったものではなく、すでに数十年ものインドネ

に大きく変更されるなど、大幅な法改正が活発に行わ

シアでの歴史がある日本企業も多く存在する。しかし、

れており、その意味では、法制度の面でも、日々新し

ここ１年ほど、インドネシアに対する関心や投資熱は

い情報を入手していないと、現在の規制に反してしま

さらに加速している感がある。本日はインドネシアの

うおそれがある点に注意が必要である。また、インド

法制度、外資規制やM&Aの最新動向および汚職リス

ネシアの弁護士からよく聞くのは、法律と下位の規定

クへの対処等について、最近の状況をご紹介したい。

との間に矛盾と思える点があったり、または条文上は
明文の規定がなく疑問が生ずるなどの点が多く存在

インドネシアの法制度と
外資規制概論

し、そのため、その矛盾点やまたは不明な点を正確に
理解するには、監督官庁の意見などを聴取する必要性
が非常に高いということである。その意味で、われわ

インドネシアは、オランダの植民地時代において制
定された法が現在も法制度のベースとなっている一

れ外国人が、細部にわたり正確に規制のあり方を理解
するのは容易ではない。

方、オランダは植民地政策としてインドネシア人には

インドネシアへの進出を考える際にまず最初に検討

従前からある「アダット」と呼ばれる慣習法を適用し

しなければならないことのひとつが、
「外資規制」で

たため、係る慣習法が長く適用されており、現在の制

ある。インドネシアには詳細な投資規制に関する法令

定法や紛争解決に際しても「慣習法」の影響が色濃い

がある。基本的な枠組みとしては、外資のみを規制し

といわれている。

ている法律ではなく、内資も含めた投資規制法となっ

現在の成文法としては、憲法、法律、政令、大統領

ている。そして、投資規制の大枠は、①全面禁止分野、

決定、地方法令などという階層がある。裁判制度は三

②条件付き投資可能分野があり、その「条件」には、

審制であるが、特徴的な特別法廷がいくつかあり、宗

いくつかのパターンがあるが、これを満たせば投資が

教裁判所、軍事裁判所、汚職裁判所などがある。一般

可能となっている。

的な商事紛争の解決を図る第一審の裁判所は地方裁判

投資規制の枠組みを規定しているのは、Law No.
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25 of 2007 Concerning Investmentとこれに基づく

自身が行おうとしている事業と一致するかの確認が必

Presidential Regulation No.36 of 2010 on List of

要である。また、規制が複雑なのは、改廃が繰り返さ

the Business Fields Closed to Investment and

れている大統領規定などの中に一部、いまだに有効で

Business Fields Open, with Conditions, to Invest-

ある条文があると思われる点である。これにより、現

ment（2010年大統領規定第36号）である。ただし、

実には、Negative Listのチェックの結果、非常に明

これ以外にも、この中で用いられている用語の定義が

快な結論が得られる場合を除き、現地の法律事務所に

他の法令中にある場合もあり、この二つだけをみても

確認を求め、そして彼らは監督官庁の確認を得るとい

詳細は確定できない。

うステップを踏むのが望ましい。

投資の全面禁止分野は、2010年大統領令のいわゆ
るNegative List Iに記載されており、これは外資に
限らず内資の企業であっても投資が禁止されている。

インドネシアの会社法概要等

次に、条件付き投資可能分野はNegative List IIに記
載されている。そして、
「条件」とは、次の①〜⑥で
あり、さらにこの①〜⑥の組み合わせが条件となって
いる分野もある。

（1）概

要

Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies（会社法）は、2007年に施行された比較
的新しい法律で、条文は全部で161条とシンプルな内

①Reserved for Micro, Small Medium Enterprises
and Cooperatives

容である。会社の機関は、株主総会、取締役会、コミ
サリス会（監査役会）である。日本の株式会社に類似

②Partnership

しているが、コミサリス会の権限が日本の監査役会に

③Foreign Capital Ownership

比して強い点に特徴がある。後述するM&Aに関して

④Certain Location

は、会社法上、吸収合併、新設合併、買収および分割

⑤Special License

が制度として用意されているが、分割については2012

⑥100% Local Capital

年３月時点で政令の定めがないため利用されてい
ない。

①は、中小業者保護の目的で、投資が制限されている。
この「Micro、Small, Medium Enterprises and
Cooperatives」は定義されている。

（2）会社の機関
①株主総会

②も、中小業者保護の目的で、現地中小業者との

株主総会は、日本と同様に会社の最高意思決定機関

「Partnership」がないと投資できないとされてい

である。定足数（総議決権数に占める割合）と議決方

る分野である。
③Foreign Capital Ownershipの制限で、ある意
味では純粋な外資規制である。

法（投票総数に占める割合）は図表１のとおりである。
１回目の召集で総会の定足数に不足があり、２回目の
召集を行う場合、それぞれ（ ）内の割合が定足数と

④Certain Locationとは、立地に制限があるというこ
とである。
⑤Special Licenseとは投資のためには、別途、ライ

図表１

株主総会における定足数と議決方法

センスが必要という意味である。

定足数
（２回目召集時の定足数）

⑥これも純粋な外資規制（外資の禁止）である。
したがって、まずは外資企業である日本企業が特定
分野で自身で進出できるのかを検討するには、この
Negative List をチェックする必要がある。
しかし、そもそも、ここで掲げられた産業の分類が、
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議決方法

通常決議

１／２超（１／３以上）

１／２超

定款変更

２／３以上（５／３以上）

２／３以上

吸収合併、
新設合併、
買収または分割

３／４以上（２／３以上）

３／４以上
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なる。それぞれ定款でこれより高い割合を定めること

得する法的行為で、かつ当該会社の支配権を変動させ

は可能であるが、低い割合を定めることはできないの

るものをいう。

で、合弁会社を設立する際には、自社または他社の拒
否権の有無を確認する必要がある。

買収には、取締役会を通じた新規株式発行を伴う間
接買収と既存株主から株式を直接譲り受ける直接買収
があり、直接買収の場合、以下に述べる買収計画の提

②取締役会
取締役会は会社を代表し、運営する全権限と責任を
有する機関で、１名以上で構成され、２名以上の取締
役がいる場合は、定款に別段の定めがない限り、それ

案および買収計画を作成する必要はないが（基本的に
は株主と買収者との間での取引となるためである）
、
その他の手順は同様である。
まず、買収対象会社の取締役会および買収会社は、

ぞれが会社を代表する。M&Aとの関係では、合併計

取得する株式数等を記載した買収計画案を作成しなけ

画・買収計画を作成する役割を果たす。

ればならない。当該買収計画については、買収対象会
社のコミサリス会の承認を得たうえ、株主総会の承認

③コミサリス会

が必要である。

コミサリス会は、定款に則り、会社の経営の監督を

買収計画の概要は、株主総会招集通知送付の30日

行う機関である。１名以上で構成され、２名以上のコ

前までに、取締役会により、全国的に流通する新聞１

ミサリスがいる場合、各コミサリスはコミサリス会の

紙以上において公告されなければならない。また、株

決定に基づくことなく個別に行動することはできな

主総会招集通知の30日前までに、従業員への買収に関

い。定款に定めた取締役の特定の法的行為を事前に承

する通知を行わなければならない。

認する権限、取締役を一時停職させる権限など、日本

さらに、 債権者異議手続きを経る必要があり、債

の監査役に比して強力な権限があることから、合弁会

権者は、買収計画の発表から14日後までに異議を表明

社の設立に際しては、コミサリス会の権限や人員構成

することができる。

に留意する必要がある。M&Aとの関係では、合併計
画・買収計画の承認という役割を果たす。

さらに加えて、買収対象会社と買収会社は買収契約
書を締結する必要がある。同契約は、株主により承認
された買収計画に基づいて作成しなければならず、公

インドネシアにおけるM&A

正証書形式により、インドネシア語で作成する。買収
契約の草案についても株主総会における承認が必要で
ある。また、買収の実行については、法務人権省に対

（1）概

要

する通知および同省による承認が必要で、さらに効力

インドネシアにおけるM&Aの手法としては、会社

発生後においても、買収の効力発生日から30日以内に

法上、吸収合併、新設合併、買収、分割が用意されて

新聞１紙以上での買収結果の公告をする必要がある。

いるが、合併はインドネシア内国法人同士でないと利

また、買収については、上記の法務人権省の承認に

用できないことから、日本を含めた外国企業が利用す

加え、商業省の承認と、さらに一定の要件を満たす場

る方法は主に買収である。そこで、以下では、買収を

合、資本市場および資本市場管理庁（BAPEPAM-

例に法的手続を説明するが、合併についても手順はほ

LK）
、投資調整庁（BKPM）および事業競争監視委

ぼ同じである。なお、公開会社の買収については公開

員会（KPPU）の承認等が必要となる。

買付等の手続きが別途必要になるが、本稿では紙幅の

競争法との関係では、基準値（連結資産＞2.5兆ル

関係で割愛させていただく。また、会社法上の手法で

ピアまたは連結売上高＞５兆ルピア（銀行業界＞20兆

はないが、現地企業との合弁会社を設立することも当

ルピア）を満たし、当該買収が関係会社間の買収でな

然ながら可能である。

い場合、Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of
Monopoly Practice and Unfair Competition（
「独占

（2）買

収

買収とは、会社または個人が、ある会社の株式を取

禁止法」
）に基づき、買収（吸収合併、新設合併、株
式取得も同じ）の発効日から30営業日以内に、KPPU
2012.5
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図表２

会社法に基づく買収に要する期間
買収を行う当事者による
買収計画の提案（これが
買収計画となる）の作成

債権者による、買収計画に
対する異議表明の期限

監査役会によ
る買収計画の
承認（ASAP）
14日
約１カ月

買収に関する
財務書類締切日

新聞での買収広告−
効力発生日から 30 日以内

株主総会招集通知

MOLHR への定款の変更および
買収契約書の提出

最大30日
（早まる可能
性もある）
インドネシア MOLHRによる承認
投資調整庁の （14日間のプロセス）
（外国資本投
（1）新聞での買収計画公告
資または国内 （1）定款の変更修正および
（2）従業員に対する買収計画通知
資本投資に対
買収契約書
する）承認プ （2）その後、MOLHR およ
ロセス
び商業省の会社登録局
（Registry of Company）
への会社の定款の変更
（1）株主総会での以下の承認
の登録、ならびに官報
（a）買収
による公告
（b）買収計画
（3）買収の効力発生日
（c）買収契約書草案
（d）買収対象会社の定款の変更
（2）買収契約書の署名
30日

14日

に対する事後通知を義務付けている。この点、事業者

に行われている。汚職撲滅法は、インドネシア国内外

は任意の事前相談を行うことができ、事前相談の際に

を問わず、汚職犯罪を犯した者（国籍・居住地を問わ

KPPUに提示された事実に変更がない限り、KPPUは

ない）に適用される。セミナーにおいては、インドネ

事前相談後の判断と同様の判断を事後通知後にするこ

シアにおけるThe U.S. Foreign Corrupt Practices

とになるので、事業者としては、事前相談により取引

Act（
「FCPA」
）の適用についても解説されたが、諸

の競争法の観点からの適法性を事前に確認できる。

外国における適用と同様であることと、紙幅の関係か
ら他稿に譲ることとする。

インドネシアにおける
汚職リスクへの対処

（2）具体的な違反行為
汚職撲滅法では、①国の財政または経済に悪影響を

（1）概

要

与えるおそれがあり、自己または第三者が利得を得る

大統領選挙の民主化以降、インドネシアでは汚職に

ための行為をした者、②国家公務員等に対して物品を

対する取り締りが強化されてきているが、トランスペ

与え、または与える約束をして、その職務に違反する

アレンシー・インターナショナルによれば2010年に

行為をするように説得する者、③国家公務員等の職責

おいても腐敗認識指数ランキングで、インドネシアは

に違反する行為に対して物品を与えた者、④その役職

178カ国中110位とされており、依然として海外の投

に関連する権力または権限に関連して贈与を受け、ま

資家からは汚職に関する懸念があるところである。現

たは贈与の約束をする国家公務員等、⑤国家公務員に

行の汚職の規制は、Law No. 20 of 2001 concerning

対してその権力または権限に関連して贈与を行うか、

the Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning

贈与の約束をする者、が処罰の対象となる。

eradication of the Criminal Act of Corruption of

なお、国家公務員等に与えられたあらゆる贈与また

the Republic of Indonesia（
「汚職撲滅法」
）を中心

はグラティフィケーションはその役職に関連している
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か、またはその職務に反したものである場合は賄賂と

の汚職犯罪を取り扱う権限をもつ特別な機関である。

見なされる。

KPKはグラティフィケーションに関する報告を受け、

グラティフィケーションとは広義の贈与で、例とし

政府の財産であるか、受領者の財産であるかを判断す

て、旅行券、無利子融資、金銭、物品、割引、宿泊、

る。KPKにより起訴された汚職犯罪は、通常の裁判

無償医療行為の提供があげられる。汚職犯罪行為の企

所とは別の汚職裁判所で審理される。

図、支援または相談をした者は、いずれも実行犯と同
じ取り扱いを受ける。また、インドネシアの領土外の
個人で、インドネシア刑法上の越境汚職犯罪行為の支
援等（例えば、汚職資金を海外に移動すること）を行
った者は、実行犯と同じ取り扱いを受ける。
法人により、または法人のために行われた汚職犯罪
行為については、法人および（または）その法人の経
営陣に対して制裁を課すことができる。罰則の範囲は、
最低１年の禁錮刑から死刑および（または）5000万
ルピア（約45万円）から10億ルピア（約910万円）ま
での罰金である。グラティフィケーションの受領者が
KPKに報告した場合、制裁は適用されない。

（3）汚職撲滅委員会
Law No. 30 of 2002 concerning Commission for
the Eradication of Criminal Acts of Corruptionに基
づ き 、 Komisi Pemberantasan Korupsi（ 通 称
「KPK」
、
「汚職撲滅委員会」
）が設置されている。
KPKの役割は、汚職犯罪の撲滅について権限を有
する機関との連携 、当該機関の監督、汚職犯罪の捜
査および起訴、汚職犯罪の防止措置およびインドネシ
ア政府ガバナンス組織の監視とされており、立法機関、

当日プログラム
開会挨拶
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法事務弁護士
ジェイムズ・M・ミナモト氏
1. インドネシアの法制度と外資規制概論
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー
金子圭子氏
2. インドネシアの会社法概要等
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
松本 拓氏

アソシエイト

3. インドネシアにおけるＭ＆Ａ
SSEK法律事務所 パートナー
ヤニ・カルドノ氏
4. インドネシアにおける汚職リスクへの対処
SSEK法律事務所 アドバイザー
ダレル・R.・ジョンソン氏
5. パネル・ディスカッション（ラップアップ）
ジェイムズ・M・ミナモト氏
金子圭子氏
ヤニ・カルドノ氏
ダレル・R.・ジョンソン氏
森脇 章氏
（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー）
閉会挨拶
森脇 章氏

行政機関、または個人によって行われる、10億ルピア
（約910万円）以上の国家損失をもたらす汚職等の一定

＊アンダーソン・毛利・友常法律事務所は1952年に設立され、以来、日本における本格的国際法律事務所の草分けとして、今日まで、
国際的な要素を有する取引に特に強みをもち、多岐にわたる国内外の企業法務全般を取り扱ってきました。特に、海外依頼者による
日本進出、日本企業による海外進出等の案件の助言については、豊富な経験を有しています。また、M&A、国際金融取引、知的財
産権、労働法、競争法、租税法、訴訟・仲裁などあらゆる分野において、当分野を専門とする弁護士を擁しています。現在、所属す
る日本人の弁護士数は300名を超え、外国人弁護士も20名弱所属しています。また、事務所設立以来、主要国のトップクラスの複数
の法律事務所と、人的交流等を通じ、友好な関係を維持しています。
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