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① 海外進出・拡大戦略の立案支援

【主な提供サービス】

【グループ概要】

会社名 株式会社 経営共創基盤

代表パートナー 冨山 和彦　代表取締役CEO
村岡 隆史　代表取締役マネージングディレクター

従業員数 プロフェッショナル 約 180名（グループ合計 約 4,000 名）

資本金 57億円

主な出資先 池貝／KKBOX／ SPOT／ユニフィニティー／ nCore Communications ／
KPI ソリューションズ

連結子会社

Industrial Growth Platform Pte. Ltd.（シンガポール）
益基譜管理諮詢（上海）有限公司
（株）みちのりホールディングス
　　（岩手県北自動車・福島交通・会津乗合自動車・関東自動車・東野交通・茨城交通・
　　 湘南モノレール・みちのりトラベルジャパン）
（株）IGPI ビジネスアナリティクス&インテリジェンス
（株）IGPI コンセッション

優先株主

伊藤忠商事株式会社／ウシオ電機株式会社／エヌ・イー ケムキャット株式会社／
オリックス株式会社／株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス／住友商事株式会社／
大和証券株式会社／テマセック・ホールディングス（注1）／東京海上日動火災保険株式会社／
株式会社東邦銀行／野村ホールディングス株式会社／富士ソフト株式会社／
株式会社三井住友銀行／株式会社三菱東京UFJ 銀行／株式会社横浜銀行／
株式会社リクルートホールディングス／株式会社りそな銀行／株式会社ワールド　他 5社　
（注1）100%子会社を通じた出資

・現地企業及び消費者からの一次情報をスピーディに収集
・東南アジアの競争環境及び自社のケイパビリティに照らした
　実行可能性の高い戦略をご提案

② ローカル・パートナーとの提携支援

・独自のネットワークを生かし最適なローカル・パートナーを選定
・ローカル・パートナーのデュー・デリジェンス、提携／買収
　スキームの検討、交渉もご支援

③ 海外拠点のマネジメント／ガバナンス体制構築支援

・将来の拡大戦略を見据えた本国／現地の役割分担をご提案
・現地の迅速な意思決定を実現するための、現地人材の採用／
　インセンティブ設計、その他ローカルマネジメント体制構築
　のご支援

④ 海外拠点の自律的組織構築支援

・リ・ブランディングと業務改革による現地スタッフの自律性
　の育成
・ES（従業員満足度）とCS（顧客満足度）を同時に高めるこ
　とができる自律的組織の構築をご支援

⑤ 海外リスク・マネジメントの体制構築支援

・各社事業の特殊性を考慮したリスク項目の洗出しをご支援
・当該リスクを適切にコントロールするためのPDCAサイクル
　の設計及びそのモニタリングをご支援

⑥ 再進出も見据えたスムースな撤退支援

・各社事業に合わせたテーラーメイド型KPIの設計、有事を見
　据えた撤退基準・撤退シナリオの策定をご支援
・再進出を可能とするスムースな現地撤退のご支援
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１ 東南アジア進出��の� 
１� 東南アジア進出��の� 

１ 東南アジア��に����������地����う� 

 
❐ 東南アジア�� 東南アジアには、ASEAN（Association of South-East Asia Nations：東南

アジア諸国連合）加盟国である、「インドネシア」、「シンガポール」、「タイ」、「フィリピン」、「マ

レーシア」、「ブルネイ」、「ベトナム」、「ミャンマー」、「ラオス」及び「カンボジア」の 10 か

国に、「東ティモール」を加えた 11 か国が含まれます。これまで、これら地域は比較的安価

な労働力を提供する“生産拠点”として捉えられてきましたが、６億人を超える巨大な人

口を背景とした“一大消費地”としても今後の可能性が見込まれています。 
 
❐ シンガポール�ASEAN の首都 シンガポールは、交通・物流インフラが高度に整備さ

れており、事業環境の指標である Doing Business でも 10 年連続で１位（2016 年参考：米国７

位、日本 34 位）にランキングされており、まさに ASEAN の首都的存在と位置付けられます。

そのため、日本企業を含む多くの外国企業がシンガポールにアジアの地域統括拠点を置いて

おり（☞ 49 頁）、政府も優遇税制特典を与えるなど大企業のアジア本社機能を積極的に誘致

しています。法人税率 17%という魅力的な税率に加え、政府認定を受けることができれば各

種優遇税制による軽減税率も適用されます（☞ 49 頁）。人口は 500 万人程度ですが、“シン

ガポールで売れるものはアジアで売れる”と言われており、そのためシンガポールは「アジ

アのショーケース」とも呼ばれています。 
 一方、家賃や物価等の生活コストは東京・ニューヨークレベルの高水準であり、ある程度の

売上規模のある高付加価値サービスでなければシンガポールでの事業維持は困難かもしれ

ません。 
 
❐ タイ�ASEAN �業の中� タイは首都バンコク近郊に工業団地を有し、物流インフラ

も整っているため、機械産業の東南アジア進出の有力な候補地です。タイは以前から自動車

産業のハブと位置付けられており、実際に、日系の自動車会社を中心に多くの機械産業が

進出しています。また、首都バンコクには 1,500 万人の人口が集中しており、消費市場と

しても魅力的です。交通インフラの整備も進み、中心部では大規模ショッピングモールの

建設が続いています。 
 一方で、時折生ずる“クーデター”や“大洪水”といった各企業単位でコントロールで

きないカントリー・リスクの存在も考慮に入れておく必要があります。 
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❐ マレーシア：安定的な経済発展 マレーシアは安定的な経済発展を続けています。国民

一人当たりの GDP はタイの約２倍（2014 年：タイ 5,455 ドル、マレーシア 11,055 ドル）と比較的

裕福で、近年は、首都クアラルンプール中心の新都心（KLCC）や郊外のショッピングモー

ルの建設が続いています。 
 マレーシアの人口は約 3,000 万人ですが、マレー系、華人系、インド系、外国人等、複

数の人種・民族により構成され、公用語・宗教も多彩であるため、B to C のマーケットが細

分化されているという特徴があります。イスラム教が国教とされているため、特に、飲食業

を営む場合には、提供する食品の内容によっては、イスラム向け食品（ハラル）の基準を満

たしていなければならないため、注意が必要です。 
 
❐ インドネシア：ASEAN の大国 インドネシアの特徴は、なんといっても２億 5,000 万人

の巨大人口です。しかも、若年人口の比率が高いため、人口ボーナス期間は 2044 年まで続く

と予想されており、今後も順調な経済発展が期待できる国です。首都のジャカルタだけを見

ても、人口 3,000 万人を有する巨大都市となっています。マレーシアと同様、人口の多くは

イスラム教徒ですが、国教とはされていません。 
 もっとも、インドネシアは１万以上の島からなる島国であるため、インドネシア全域への事

業展開は容易ではなく、島や地域ごとのきめ細かな戦略設定が必要となります。 
 
❐ �トナム：��の�長国 ベトナムは、「儒教」「稲作」といった日本と共通する文化を

有し、国民性についても一般に「勤勉」「器用」「チームワーク」といった日本人と共通する

特徴・価値観を有しているといわれています。その上、労働コストが比較的安価であるため、

日本企業の中国からの生産拠点移転先として注目を浴びています。また、約 9,000 万人の

人口を有し、加えて 2041 年まで人口ボーナスが続くと予想されているため、生産拠点とし

てのみならず、消費の拠点としても将来の成長可能性が期待できる国です。 
 もっとも、南北に長いという地理的特徴を有し、加えて、交通・物流・電力・通信といった

インフラはまだ十分整備されていません。北部の都市と南部の都市とでは、文化や国民性も

若干異なっており、事業展開を計画する上でも両者は別の市場として理解する必要があり

ます。 
 
❐ 平均値の議論は危険 進出候補地についての仮説設定の段階では、上記のような一般的な

特徴を知っておくことが重要となりますが、仮説の正しさを検証するフェーズにおいては、“平

均値の議論”のみに頼るのは危険です。例えば、一人当たり GDP が数千ドルの国において

も、都市部だけでみると１万ドル前後の国が多く、人口も集中しています。都市ごとのバ

ラツキを考慮せずに平均値で最終的な意思決定を行っていては、大きなビジネスチャンス

を逃すこともあります。進出候補地を最終決定する際には、地域ごとのきめ細かな特徴を把握

するための検証作業も必要です。 
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図表 1.1-1 東南アジア主要７か国の特徴⽐較 
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２ 事業経済性分�����の勝ちパターンを�か�� 

 
❐ 事業経済性と��か 自社の国内での“勝ちパターン”は海外でも通用するでしょう

か？足りないパーツがあるとすればそれは何で、また、それはどのように補完可能でしょ

うか？この問いに対する答えが海外進出成功の鍵となることは言うまでもありません。そ

の答えを探るためには、まず、自社の収益を決定する要因、すなわち、「事業経済性」を明ら

かにする必要があります。 
 例えば、「製造事業」と「販売事業」の事業経済性を比較してみましょう。 
 

図表 1.2-1 規模型事業と分散型事業の事業経済性⽐較 
 

 
一般に、製造事業は、製造機械の減価償却費をはじめとする“共有コスト”がコスト全体

に占める割合が大きい“規模型事業”です。このような業態では、事業規模の拡大に応じて

共有コストが薄まり利益率が良くなります。したがって、他社に先んじた先行投資を行い、

事業規模を早期に獲得することが勝ちパターンとなります。 
 これに対し、販売事業は、共有コストの比率が小さい“分散型事業”であることが一般です。

このような業態では、事業規模の拡大は利益率の向上には結びつきにくく、むしろ、個々の

共有コスト

共有コスト

事業規模 事業規模

利
益
率

利
益
率

固有コスト

固有コスト

製造事業（規模型事業） 販売事業（分散型事業）

利
益
構
造

コ
ス
ト
構
造
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取引や個々の店舗毎の採算性をきめ細かに管理し、利益を着実に積み上げていくことが勝ちパタ

ーンとなります。 
 
❐ 同�事業でも海外では事業経済性が異なることも 同一事業であるにもかかわらず、海

外での事業経済性が国内のそれとは異なることもあります。例えば、ウェディング・プラン

ナーという業態は、日本では、コンサルティング会社と同様、知識集約型の事業モデルで

あることが一般であり、この場合、各プランナーの稼働率を高めることが勝ちパターンに

つながります。 
 一方、マレーシアのウェディング・プランニング事業における事業経済性はこれと異なって

います。マレーシア（特にマレー系）では屋外挙式が主流となっており、屋外パーティのため

のテント・テーブル・椅子・料理・音響等の設備が必要となります。そして、ウェディング・

プランニング事業者はこれら設備を保有しており、当事者に貸出を行っています。すなわち、

プランニング事業者は、プランナーというコンサルタントを擁するコンサルティング・ファーム

の側面を持つと同時に、パーティのための設備も保有する資本集約的なレンタル事業者としての

側面も有しているのです。したがって、事業を勝ちパターンに乗せるためには、各プランナ

ーの稼働率の向上とともに、事業規模の獲得も目指していくことになります。 
 
❐ 信頼や安心感が最�の付加価値 自家用車を用いた運送サービスのプラットフォーム

である「Uber」や個人宅を宿泊施設として提供するプラットフォームである「Airbnb」と

いったシェアリング・エコノミー・サービスは、先進国では、既存サービス（Uber にとって

のタクシー、Airbnb にとってのホテル）への対抗軸と位置付けられ、そこでは「価格」が事業の

勝敗を分ける最も重要な戦略変数となります。 
これに対し、東南アジアにおける同種のサービスが提供する最も重要な付加価値は「信頼」

「安全」「安心感」です。Uber の例でいえば、既存の運送サービスよりも低価格に目的地に

辿りつけるという価値よりも、むしろより安心・安全に目的地に辿り着くことができるという

価値を提供することがユーザを引き付けるのです。 
インドネシアで成功しているクリーニング・サービスを提供するベンチャー企業の例を

紹介します。この企業は、街のクリーニング事業者と提携し、自社のブランドでクリーニ

ング・サービスを提供しています。もちろん、実際にクリーニング作業を行うのは、提携

先の街のクリーニング事業者です。事業モデルそのものは、日本で成功している印刷ビジ

ネス「ラクスル」と同様のファブレス・モデルなのですが、その勝ちパターンは異なって

います。ラクスルの場合、既存印刷事業者の遊休施設を利用することで印刷コストを抑え、

低価格でのサービス提供を実現しています。これに対して、このインドネシアのクリーニ

ングベンチャーの成功の鍵は「信頼」「安全」「安心感」なのです。インドネシアではクリ

ーニング事業者ごとにサービスの品質がまちまちです。このベンチャー企業はこの点に目

をつけました。単に消費者とクリーニング事業者とをマッチングさせるのではなく、クリ

5 6
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ーニング・サービスに自社のブランドを付して、自社がサービスのクオリティを保証する

ことによって、ユーザに信頼・安心を与えているのです。そのため、この企業では、クリ

ーニングの現場に人を張り付け、クリーニング・サービスの品質の監査を徹底するといっ

た労働集約的な事業の側面も有しており、これが成功につながっています。 
 

図表 1.2-2 価格と品質のボラティリティとの関係 
 

 上図は、商品・サービスに関する品質のボラティリティ（実際の品質と顧客が期待する品質と

の差の大きさ）と価格との関係を模式的に表したものです。低価格な商品等の品質は低いの

が一般であるものの、顧客もこれら商品等について高い期待は抱かないのが通常であるた

め、その差が大きくなることはありません。一方、高価格な商品等に対しては高い期待が

向けられますが、実際の品質も、価格に見合った高いものが提供されるため、やはり期待

との差が大きくなることは稀です。東南アジア諸国のような新興国地域において顕著な特徴を

示すのが、中堅の価格帯の商品・サービスです。これら中堅の価格帯の商品・サービスについ

ては、日本等の先進国に比べ、品質のボラティリティが極めて高いという特徴があります。こ

のような価格帯の品質ボラティリティを抑えるために、先進国でみられるような“テック・

ドリブン”なビジネスモデルではなく、現場に人を張り付け、商品・サービスの品質の監

査を徹底するといった労働集約的なビジネスモデルを構築することで成功を収めている例

もあるのです。 
 
❐ 現場に出なければ勝ちパターンはつ�めない 自社の勝ちパターンを海外に輸出するた

めには、海外の現場で生のユーザの声をヒアリングし、勝ちパターンを適切に“ローカライズ”

しなければなりません。今では多くの人に知られるエピソードになりましたが、イスラム諸

国で携帯電話や腕時計を販売したければ、メッカの方向を示すキブラコンパスの機能を内

価格

品
質
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

品質のボラティリティが⾼い価格帯

東南アジア：ボラティリティが⾼い

⽇本：ボラティリティが低い
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蔵することが必要です。新興国ではシャンプーや化粧品が毎日使われるわけではありませ

んから、日本のようなボトル販売ではなく、１回分を小分け販売しないと売れません。 
 海外での勝ちパターンをつかむためには、まず、国内での勝ちパターンを事業経済性分析を

通して明らかにし、現地ユーザ・ヒアリングを中心とした現地マーケティングによって、自社の

勝ちパターンを適切な形でローカライズしていく作業が必要となるのです。 

 
  

7 8
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３ ローカル・パートナーの選定 

 
⑴ パートナー候補に関する“一次情報”を取得する 

 
❐ 一次情報の��� 東南アジア進出のためのローカル・パートナーはどのように選定す

ればよいでしょうか。コンサルタント等からのいわゆる“持ち込み案件”であれば、当該

対象企業が自社のターゲット像にあったものかを精査することになります。これに対して、

自社が能動的にローカル・パートナーを開拓する場合には、ロングリスト／ショートリスト

による“絞込み”作業を行うのが通常です。 
いずれの場合もパートナー候補についての情報が必要となりますが、東南アジア諸国で

は、先進国のように企業情報のデータベースが十分整備されているとは限らず、また、デ

ータベースや資料が存在する場合でも、経済発展著しい東南アジアでは、早いスピードで

情報が陳腐化してしまいます。そこで、その時点におけるフレッシュな一次情報を入手し、パ

ートナー選定のための正確な判断資料を作成することが重要となります。 
 

図表 1.3-1 パートナー候補の選定プロセス 
 

 
❐ フレッシュな情報����作業�����る 情報の入手方法としては、「対象企業の

WEB サイトの閲覧」、「電話によるヒアリング」、「海外情報を提供する公的機関の利用」等

様々ありますが、最も正確で確実な情報を入手するための方法は、やはり、対象企業への訪

問によるヒアリングです。中小企業庁が行ったアンケートに対して国外市場で「シェアを確

保できている」と回答した中小企業は、そうでない企業に比べ、現地の情報収集に取り組

んでいる割合が高く、特に、アジアでは「現地企業からの情報収集」を行っているかどう

かで差が見られるとの分析もあります（中小企業庁「中小企業白書」（2011 年度））。 

持ち込み案件

⾃社開拓案件
ロングリストの作成＆絞込み

（30〜100件程度）
ショートリストの作成＆絞込み

（10件以下）
パートナー候補

の決定

対象企業の精査

フレッシュな⼀次情報による
正確な判断資料の作成
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弊社がある日系商社の東南アジア進出をサポートした際には、政府機関・顧客候補・パ

ートナー候補に対するヒアリングを行うため、４か月間で約 140 の現地機関・現地企業を

実際に訪問しました。当該進出先地域では、企業情報に関する十分なデータベースが整備

されていなかったため、現地訪問及びヒアリングによる一次情報の取得に努めました。訪

問のためのアポイント取得は、コールド・コールにより行いますが、架電の前日に正式なオ

ファーをメールで送付してから電話をすることで話を聞いてもらえる確率が大幅に上がります。

また、クライアントの現地進出が、当該ヒアリング先にとってもメリットがあることなのだと

いうことを理解してもらうようにも努めました。 
なお、事業分野によって多少の違いはありますが、一般的に、現地進出を検討しているの

が日系企業であるということを最初に伝えるだけでも、高い関心を払ってもらうことができます。

例えば、製造の分野であれば、やはり日系企業の技術力の高さは現地企業に一目置かれて

いますので、好反応を示してくれることが多いと思われます。 
 
❐ 面�はトップマネジメントと行う 現地訪問の際には、現地企業のトップ又は事実上の決

定権限を持っている上位のマネジメントに同席してもらうことが重要です。ファミリー運営

の企業であればファミリーのメンバーのみが意思決定の権限を持っています。「まずは担当

者が話を聞く」という現地企業も少なくありませんが、多くの場合トップまで情報が上が

らず、結局空振りに終わることが多いのです。 
また、現地企業のトップマネジメントに同席をお願いする以上、進出企業側も情報収集を

コンサルタント任せにせず、現地に同行してヒアリングに同席することも重要となります。進

出企業の担当者が同席するのとそうでないのとでは、現地企業側の真剣度が全く異なりま

す。また、事業を良く知る担当者が実際に現地に赴き、製造事業であれば生産設備やその

稼働状況を、販売事業であれば販売拠点や販促活動を実際に確認することにより、リモー

トな調査作業では得られないリアルな情報を得ることができます。弊社が携わった実際の

進出案件でも、現地企業が高価な生産設備を保有していながら、現地技術者がその使用方

法を十分に理解しておらず、本来であれば製造できるはずの製品がラインナップに加えら

れていなかったということがありました。これも日本人技術者が同行して初めて判明した

事実であり、リモートな調査作業の限界を示す一例です。 
 
⑵ 絞込みは“ポジティブ”“ネガティブ”の両面から行う 

 
❐ 絞込みの�� 通常、ロングリストでは 30件から 100件程度の候補をリストアップし、

候補先企業の事業概要、事業規模、事業展開地域といった必要不可欠な協業条件でフィル

タリングを行い、そこから 10 件程度への絞込みを経て、ショートリストを作成します。シ

ョートリストに記載された候補先に関して、更に、詳細な定性的な分析を加え、候補を数

件に絞り込みます。これら絞込みの作業にあたっては、以下のように、ポジティブな要素／

9 10
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ネガティブな要素の両側面からパートナーとしての適性を判断していきます。 
 

図表 1.3-2 パートナーの適性を判断するための要素 
 

 
❐ �ジティブな考�要素 まず、協業事業のイニシアティブの所在について、パートナー候

補と考え方が一致していなければなりません。協業事業をいずれの当事者がリードしていく

のかは非常に重要な問題です。詳細については事業提携契約や合弁契約の契約交渉の中で

徐々に具体化されていくことになりますが（☞ 34 頁）、大きな方向性については初期段階で明

確化しておく必要があります。 
 また、協業事業における当事者間の役割が明確になっており、いわゆる“シナジー”の具体

的な形がある程度明らかになっていることも必要です。例えば、海外現地企業が製造機能を

有する事業者で、日本企業が販売機能を有する事業者である場合は、「現地企業が製造した

製品を日本企業が日系顧客を中心とする既存商流で販売する」といった垂直統合型のシナ

ジーが描きやすいかと思われます。また、協業当事者がいずれも開発・製造機能を有する

事業者である場合、技術・ノウハウの提供による生産技術の向上が見込めるか否か、更に、

当事者がいずれも販売・提供機能を有する事業者である場合、クロスセルによる販売量の

拡大が見込めるか否かといった点を確認する必要があります。また、シナジーはコスト面

でも発揮されるため、集中購買による単価の引き下げによるコスト削減が見込めるかどう

かといった点も重要となります。 
 
  

パートナー
としての適性

ポジティブ
な考慮要素

ネガティブ
な考慮要素

 協業事業における経営のイニシアティブの所在が明確であり、⾃
社＝パートナー間で考え⽅が合致していること

 協業事業における⾃社＝パートナー間の役割が明確となっており、
相乗効果（シナジー）が発揮されること etc.

 パートナーによる⾃社の技術・ノウハウの流出等のおそれ

 パートナーによる製造した製品の横流し等のおそれ

 パートナーと反社会的勢⼒との関係性 etc.
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図表 1.3-3 シナジー 
 

 
❐ �����な���� さらに、パートナー候補の絞込みにあたっては、候補先のポジ

ティブな面のみならず、ネガティブな面についても焦点を当てる必要があります。ローカ

ル・パートナーに起因する海外リスク事案の一例としては、進出企業がパートナー企業に対して

十分な技術・ノウハウを提供した後、当該パートナー企業が提携事業以外の事業でこれら技術を

流用してしまうといった例や（☞ 44 頁）、パートナー企業と反社会的勢力との関係が後に判明し

たといった例が挙げられます。 
これらリスクは提携契約・合弁契約の中の競業避止義務条項、守秘義務条項、反社会的

勢力防止条項等によってある程度カバーされるとしても、パートナー候補となる対象企業

がこれら問題を過去に起こしたことがないかどうかについて、対象企業やその株主・役員の

みならず、当該企業の事実上の“キー・パーソン”（ファミリー企業であればファミリーのメンバー）

についても記事検索等を行い、そのクレデンシャルを事前にチェックしておくことが重要とな

ります。 
  

レベニュー⾯
でのシナジー

コスト⾯でのシナジー

開発・製造型

販売・提供型

垂直統合型

 技術・ノウハウの提供（例：技術指導、⼈材交流）

 余剰機能の活⽤（例：余剰⽣産ラインの活⽤）

 クロスセル（例：商流の相互提供、商品ラインナップの拡充）

 ブランドの相互利⽤

 開発・製造機能及び販売・提供機能の垂直統合による相互補
完

 集中購買による購⼊単価の引き下げによるコスト削減

 各種機能・設備の共有によるコスト削減（例：重複部⾨の削
減、設備の共有、広告宣伝の共有）
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４ 海外拠点の����ントと���ン� 

 
❐ 中央集権型か地方分権型か 自社が複数のグループ会社を有する場合の運営スタイル

について、本社からのコントロールを徹底する「中央集権型」と各グループ会社の自律的運営

を認める「地方分権型」のいずれがよいかといった議論が聞かれることがあります。特に昨

今、海外子会社の大きな不祥事が世間を賑わせていることもあり、海外子会社に対する中

央集権型のコントロールを志向する会社も少なくありません。 
 

図表 1.4-1 近時の海外⼦会社不祥事事例 
 
時 期 会 社 概   要 

2015 年 住宅設備会社 

 買収したドイツ法⼈の中国⼦会社において、巨額の簿外債務が発覚。
当該中国⼦会社については破産⼿続が開始された。 

 これにより、当社は 14 年 3 ⽉期から 3 年間で最⼤ 660 億円の損失
計上。 

2015 年 化学品商社 
 中国⼦会社において、売掛債権等に関する不正会計処理が発覚。 
 これにより、当社は、439 億円の最終損失を抱え、234 億円の債務超

過に陥り、⺠事再⽣を申請。 

2015 年 通信事業会社 

 シンガポール証券取引所に上場している連結⼦会社が、08 年から 09
年にかけ不適切な会計処理を⾏っていたことが発覚。 

 これにより、15 年 3 ⽉期の連結決算で海外⼦会社事業損失 337 億
円を計上。 

 
しかし、このようなステレオタイプ的な議論は危険です。現地拠点と本国拠点との間の役

割分担については、海外進出の段階に応じたきめ細かな定義が必要となるのです。 
 
❐ グロー�ル�営型を���た海外進出 海外進出プロジェクトを長期的なスパンで捉

えると、概ね図表 1.4-2 のとおり①から⑥へ段階的に発展していくものと整理できます。 
国内で生産・調達された自社商品・サービスを国内のマーケットで販売・展開する「国内

事業」を出発点とすると、まず、拠点を国内に置いたままで自社商品を「輸出」という形態

により海外顧客に提供する形態にシフトします。輸出形態も、まずは、自社が海外の特定

の顧客に対して直接商品・サービスを提供する「直接輸出」の形態からスタートし、その後、

商流を拡大するために現地販売代理店と提携した「間接輸出」の形態に発展していきます。 
輸出事業が軌道に乗り、現地での販売にある程度目途が立った段階で、自社による直接

的な営業活動を開始するための「販売拠点」が設立されます。また、輸出入のコストを抑え

価格競争力をつけるため現地製造を目指す「生産拠点」の設立も検討されます。 
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そして、最終的には、一連の事業活動を、その主要な意思決定も含め、現地で完結する

「グローバル経営」というフェーズへ発展していきます。 
 

図表 1.4-2 海外進出の段階的発展 
 

 
 多くの日系企業では、海外進出を決断し、現地拠点まで設立したにもかかわらず、④⑤の

段階で足踏みを繰り返し、⑥のグローバル経営フェーズに踏み出せない企業が多いという印象

を受けます。“グローバル経営”というと大規模な一部の企業のみがイメージされるかもし

れませんが、我々が海外拠点設立をお手伝いさせて頂いた企業様の中にも、ローカル・パー

トナーとの機能分担を明確に行い、ローカル・マネジメントが必要な領域を限定したことによっ

て、進出初期段階から上記の意味でのグローバル経営に成功している例もあります。 
東南アジア経済の成長の最も大きな理由は、その意思決定の早さにあります。東南アジ

アの現地ステークホルダーとのビジネスチャンスを逃さないためには、ローカル・マネジメ

ント体制、すなわち、事業に関する意思決定の権限を現地拠点に委譲し、一連の事業活動を現

地で完結できる体制をできるだけ早期に整える必要があります。NDA の締結のみで１か月以上

もかかってしまうようでは、東南アジアでのディールは絶対に成功しません。 
海外進出を始めて間もない企業にとっては、現地拠点に対する大幅な権限の委譲に少な

からず抵抗を感じるかもしれません。しかし、進出先に東南アジアを選択した以上、現地

拠点をグループ内における一種の“出島”や“特区”と位置付け、撤退基準を明確にしつ

つ（☞ 21 頁）、担当者に対する人事評価を本社のそれとは異なるものとし、事業活動の自由

度を大幅に認める大胆さが求められます。 
 
❐ ローカル��とグローバル�� ローカル・マネジメントは、本国の海外担当者のみで

① 国内事業

⑤ ⽣産拠点

⑥ グローバル経営

－ － －

－ ○ ○

○ ○ ○

決定 ⽣産 販売 内 容

② 直接輸出

③ 間接輸出

④ 販売拠点

－ － △

－ － △

－ － ○

段
階
的
発
展

輸出

海外
拠点

 ⽣産及び販売等の事業活動がすべて国内で⾏われる。

 現地代理店を⽤いず、⾃社商品を海外顧客に直接輸出。

 現地代理店を通じて、⾃社商品を海外顧客に間接輸出。

 ⾃社の商品・サービスのマーケットを世界単位で捉え、事業活動
は主要な意思決定も含め現地で完結される。

 現地販売拠点を設⽴し、現地営業活動を⾃社で⾏う。

 現地⼯場を設⽴し、現地労働⼒を⽤いた現地製造を⾏う。
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実現することはできません。現地赴任の形式を採っていたとしても、数年後の帰国が前提

となっている以上、現地拠点の中長期の事業戦略の実行を継続的に担うことはできません。

優れたローカル人材の存在なくして、ローカル・マネジメント体制の構築は不可能なのです。 
 海外における人材の確保と育成は、多くの点で日本におけるそれと共通しますが、ロー

カル人材に特有の論点として、日本人担当者と比較した場合の給与水準の格差が挙げられま

す。日本人担当者の給与水準がローカル人材にとってのベンチマークとなってしまわない

よう、給与水準の差に関する合理的な説明ロジック（例：現地における日本人の役割、生活コストの

違い、帰国後の生活補償の必要性等）を準備し、あるいは、給与体系についてはローカル幹部に

対してもブラックボックス化しておくといった工夫が必要となります。なお、現地での見か

け上の給与水準を統一化するための工夫の一つとして、日本人従業員に対して現地法人か

ら現地従業員と同水準の給与を支払いつつ、本国での給与との差については、本社から生

活保障等の名目で一定額を補填するという方法があります。もっとも、給与に対する課税

については、全世界所得課税基準が採用されている関係上、現地側で申告・納税を行う際

に、支払税額から日本人担当者の給与額が推定される可能性がある点には注意が必要です。 
 
❐ グローバル経��に��る本社の役割 グローバル経営型では、一連の事業活動は各拠

点において完結され、本国の拠点が担うのは、経理・人事・IT といった間接機能の提供です。

これら機能は各拠点において重複的に発生するばかりでなく、性質上統一的な処理が必要

とされるため、本国の拠点あるいは地域統括会社のような中間拠点が集中的に処理する体

制を構築することが効率性へとつながります。自社の海外展開が進み、数多くの拠点に対

する間接機能の提供が必要となってきた場合には、これらの機能をグローバルに提供する

BPO（Business Process Outsourcing）事業者に対し、業務をアウトソースすることも検討すべ

きです。 
 また、リスク・マネジメント（☞ 19 頁）を含むグループ・ガバナンスに関するルールの策

定及びそのモニタリングも本社が担うべき役割となります。日本では、「グループ内部統制シ

ステムの整備義務」（会社法 362 条４項６号）が規定された改正会社法が 2015 年５月に施行さ

れました。これにより、親会社の取締役には、海外を含めたグループ子会社の経営管理体

制が適正に整備されているか、またグループ内部統制システムが適正に運用されているか

等を監督することが求められるようになりました。体制整備が不十分であったことにより

海外子会社に問題が生じた場合には、親会社取締役が善管注意義務違反を問われるケース

も起こり得ることになります。 
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図表 1.4-3 グローバル経営フェーズにおける現地拠点と本国拠点の役割分担 
 

 
 
 
  

事業⾯はローカル・マネジメント
によるローカライズを志向

管理⾯は本国／統括拠点
によるグローバル・コントロール

 東南アジアでのビジネスには、意思決定のス
ピード感が重要

 東南アジアの“⼟地勘”無くして東南アジアビ
ジネスは成功しない

 ローカル・マネジメント⼈材の育成やモチベー
ションの維持

 経理・⼈事・IT等の間接機能は、本社⼜は
統括拠点の集中処理により効率化

 グループ・ガバナンスも本社がグローバル・ルー
ルを策定し統括運⽤

 必要に応じ、グローバルなBPOサービスを活
⽤し、間接部⾨の効率化を⽬指す

現地拠点（⼦会社） 本国拠点（親会社）
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５ 海外拠点の自律的組織構築 

 
❐ 自律的組織構築とは 海外現地拠点の組織の目指すべき在り方として“ローカライズ”

という言葉が聞かれることがありますが、これはスタッフの９割を現地人で占めることに

より実現されるわけではありません。真のローカライズは、現地拠点を自律的組織とするこ

とで初めて達成されます。 
 この「自律的組織構築」が必要とされる組織の典型が、カリスマ経営者によるトップダ

ウン型組織です。カリスマ経営者は強力なリーダーシップで企業を成功に導きますが、企

業はカリスマなき後も永続的に存続していかなければなりません。そのために必要となる

のが“組織の自律性”です。 
このテーマは海外拠点マネジメントの在り方を考える上でも参考になります。本国本社のト

ップダウン体制により、現地拠点が運営されている例は多いと思われますが、特にこのトッ

プダウン体制が現場感の欠如したものである場合、現地拠点に経営に対するモチベーションが

生まれにくい環境が育ってしまいます。 
加えて、本国本社による現地事業に関する意思決定がタイムリーなものになっていなけ

れば、東南アジアでのスピーディなビジネスに対応することはできません。弊社がお手伝

いをさせて頂いたクライアント企業においても、“本国本社マター”が「全社戦略」だけで

はなく、現場感が欠落していると正しい判断が難しい「現地拠点の日々の業務」まで及ん

でいる例が多く、やはりこの点が東南アジアでの事業展開を進めるにあたり“解決すべき

課題”と位置付けられることが少なくありません。先に述べた「グローバル経営」フェーズ

でのグループ・ガバナンスは、現地拠点の自律的組織構築がその前提となるのです。 
 
❐ 自律的組織構築のプロ�ス 組織は個々のスタッフの集合体です。自律的組織の構築と

は、すなわち、個々のスタッフが自律性を備えることに他なりません。与えられた命令を機

械的にこなす風土から脱却し、自ら気付き・考え・顧客への価値創造に向けて主体的に取り組

む組織への転換が必要となります。 
そのような組織への転換のために“今日からできること”として、個々のスタッフに日常

業務における“気付きメモ”を作成してもらうという方法があります。小さなことでも構い

ません。このような習慣が、自己の業務を客観的に捉え直し、これに良い緊張感を持たせ

ることにつながり、自身の自律性を育む第一歩となります。 
個々のスタッフの気付きメモやその中で表れた改善項目、そして改善作業の進捗はスタッフ

間で共有します。改善点や改善プロセスを共有することで成功例を横展開できるという直接

的な効果に加え、気付きメモが誰かの目に触れることを意識させることにより、気付きの

内容そのものが洗練されてきます。 
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図表 1.5-1 ⾃律的組織構築に向けた“気付き”の共有プロセス 
 

 
気付きメモ以外には、人事制度の見直しや共有価値の再定義といったテーマへの取り組みも

重要になります。人事制度は被評価者（例：部下）を意識した評価項目の設計に注目が集ま

ることが多いですが、本来重要なのは制度そのものではなく、評価者（例：上司）が被評価者（例：

部下）の業務を日頃から観察してタイムリーにフィードバックをしていることです。 
また、共有価値に関しても本社が考えたキャッチコピーを一方的に現場に押し付けるの

ではなく、現場のスタッフが「なぜ当社で働いているのか」「何を実現したいと思っているのか」

等を抽出して再定義することが重要になります。海外の現地スタッフに「あなたは○○社の

社員なのだから、このように考え、このように行動すべき」と押し付けても反感を買うだ

けで一体感は得られません。一方で、日本人同様アジア人は欧米人と比較すると個人主義

ではなく集団主義的な民族であり、正しく組織改革をすることで一体感を生むことは可能

です。 
これらのプロセスを経ることにより、組織が自律的なものに成長していきます。そして、

その達成度については、ES（従業員満足度：Employee Satisfaction）の向上、そして CS（顧客満

足度：Customer Satisfaction）の向上という形で成果が表れてきますので、定期的に従業員サー

ベイや顧客アンケートを実施することにより、自律的組織構築の達成度をモニタリングし

ていくことが大切です。 
 
  

スタッフによる“気付き” 改善点の発⾒ 全社的な改善活動

スタッフ間での共有とフィードバック

共有 フィードバック 共有 フィードバック 共有 フィードバック

１ 2 3

CS (Customer
Satisfaction) の向上

ES (Employee
Satisfaction) の向上
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６ ��リスク・マネジメント���事�からの�� 

 
⑴ リスク・マネジメントの PDCA サイクル  

 
❐ リスク・マネジメント� PDCA サイクルの���� 特に海外進出を手掛けて間もない

事業者の方々にとっては、海外事業特有のリスクとそのマネジメントについて不安を覚え

る方も少なくないと思われます。 
リスク・マネジメント体制の構築には、次のような PDCA サイクルのフレームワークが有

用です。まず、「PLAN」のフェーズでは、リスク項目、すなわち、遵守すべき法令等の項目や、

対応が必要となる事項の洗出しを行います。次に、「DO」のフェーズでは、PLAN で洗い出さ

れた各項目を遵守し、また適切な対応を行うための具体的な方策を策定します。そして、

「CHECK」のフェーズでは、これら内容についての遵守・対応状況のモニタリングを行い、

「ACTION」のフェーズでは、適切な遵守・対応ができていなかった場合の措置を策定・実行

し、次期の「PLAN」策定につなげていくのです。 
 

図表 1.6-1 リスク・マネジメントのための PDCA サイクルの例 
 

 

【PLAN】 遵守・対応項⽬の洗出し 【DO】 遵守・対応のためのの⽅法

【ACTION】 遵守・対応が充分でなかった場合の措置 【CHECK】 遵守・対応状況の確認

インパクト【⼤】

インパクト【⼩】

発⽣頻度【⼩】 発⽣頻度【⼤】

最優先検討領域

網羅性

訴求⼒

マニュアル

研修

チェックリスト

「網羅性は⾼いが、訴求⼒は弱い」

「網羅性・訴求⼒とも中程度」

「網羅性は低いが、訴求⼒は⾼い」

定期的な確認

 本社による定期監査（点検・
⾯談等）

 遵守状況等に関する現地従業
員へのアンケート調査（セルフ
チェック、他者の違反事例の報
告等）

 本社経営陣・現地経営陣への
報告

 内部通報窓⼝（ホットライン）
からの違反事例に関する通報

 外部専⾨家・マスコミ等からの
指摘

 競合事業者からの指摘、訴訟
提起

 官公庁からの指摘・⽴⼊調査

通報・指摘・調査

平時

有事

違反事実
の確認

原因の究明
対策の

策定・実⾏

情報の収集 情報の分析
（第三者委員会）

結果の公表
（危機管理広報）
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❐ リスク項目の洗出し作業が最重要 PDCA サイクルの出発点ともいえる「PLAN」、す

なわちリスク項目の洗出し作業が、リスク・マネジメントの最重要作業となります。 
 リスク項目の洗出しにあたっては、“カルテル”や“贈収賄”といった海外事業の一般的

リスクの他、自社事業特有のリスクについても洗出しを行う必要があります。後者について

は、「開発」→「製造」→「販売」→「保証」といったバリューチェーンに沿って自社事業の要

素をできるだけ詳細に定義し、具体化された各項目に関連して顕在化する可能性のあるリスクケ

ースを想定し、リスク項目を洗い出していくのがよいと思われます。また、リスク項目の洗

出しの作業においては、“テロ”や“自然災害”といった自社でその発生をコントロールでき

ない項目が挙がることもあります。これらについては、BCP（Business Continuity Plan：事業継

続計画）の策定という形で、そのリスクによる影響を最小化するための方策を検討することが

必要となります。 
 また、“リスク・アプローチ”に基づいた効率的なリスク・マネジメントを実現するため

には、洗い出されたリスク項目について“優先順位”付けを行う必要があります。そのために

は、各リスク項目を「インパクトの大小」と「発生頻度の高低」の軸で分類を行い、「インパク

トが大きくかつ発生頻度の高いものを第一に」、「インパクトが大きいが発生頻度が高くな

いものを第二に」、といったようにリスク項目の色分けを行う必要があります。 
 

図表 1.6-2 リスク項⽬の洗出しと優先順位の設計 
 

 

発⽣頻度【⾼】発⽣頻度【低】

インパクト【⼤】

インパクト【⼩】

 カルテル
 クラスアクション
 贈収賄
 技術・ノウハウの流出
 会計不正・・・

 テロ
 暴動・内乱
 制度の変更
 ⾃然災害
 疾病・・・

 取引先の信⽤不安
 担当者と取引先の癒着
 ・・・

 ⼈件費の上昇
 為替の変動
 ・・・

BCPの策定

第⼀順位の項⽬第⼆順位の項⽬

第三順位の項⽬第四順位の項⽬
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⑵ 海外事業からの撤退 

 
❐ 撤退を見据えた進出戦略の��� リスク対応の究極の選択肢は「当該国からの撤退」

です。帝国データバンクが実施した「海外進出に関する企業の意識調査」（2014 年 10 月）に

よれば、海外進出企業のうち 39.4%もの企業が「撤退または撤退の検討あり」と回答して

います。海外進出において撤退も十分顕在化し得るリスクであることから、進出戦略は撤退

を見据えたものになっていなければなりません。場当たり的な撤退は、投下資本の回収可能

性を低くするばかりか、現地における自社のレピュテーションを落とし、結果、再進出の

可能性を閉ざしてしまうことにもなりかねません。 
 

 海外進出に関する企業の意識調査（2014 年 10 ⽉） 
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p141003.html 

 
❐ 撤退基準を明確にすること�撤退�の���を���する ジェトロが実施した「2015
年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（2016 年３月）によれば、撤退に際し

て生じた課題は、「投資資金の回収」（34.4％）が最も多く、次いで「雇用関係の整理」（30.7％）、

「取引先との調整」（25.2％）が並んでいます。 
多くの企業が課題と捉える「投資資金の回収」については、撤退の意思決定が後送りにな

ればなるほど現地拠点のキャッシュアウトが続き、回収可能な資金が減ってしまいます。これ

は、撤退の基準が明確に定まっていないことから生ずる問題の典型です。海外事業がなかなか

軌道に乗らないのに、まだ“助走期間”だと思い込んで見込みのない事業を続けてしまう、

あるいはもうダメだとわかっていても、自分の在職期間中に“撤退”といったネガティブ

な意思決定を行いたくないがため、撤退が“後送り”にされてしまう、これらの結果、海

外拠点が“ゾンビ化”してしまう、実はこのような日本企業のケースは少なくありません。 
撤退の基準が予め明確に定まっており、かつ、これが適切に運用されていれば、このよ

うな拠点のゾンビ化を防ぐことができます。むしろ、拠点の残余財産を早期に分配してし

まうことで、投下資本を回収することにもつながります。撤退基準が明確に定まっている

からこそ、その期間、海外拠点に大きな裁量を与え、思い切った事業展開を行わせること

もできるのです。「撤退基準」策定の必要性やその内容、また撤退の方法については、後記

Q&A でもご紹介していますので、そちらも併せてご参照下さい（☞ 53 頁）。 
 

 2015 年度⽇本企業の海外事業展開に関するアンケート調査 
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2016/749840002ccf19fe.html 
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さらに、このような撤退基準について、現地パートナーとの間でも合弁契約や提携契約

の中で予め合意しておくことにより、現地提携関係の解消をスムースに実行することがで

き、撤退時の紛争処理コストを抑えることもできます（☞ 53 頁）。 
 

図表 1.6-3 撤退時期と投下資本回収可能性の関係 
 

 

 
  

現地拠点の残余財産

前期前々期 今期

撤退（現地拠点の清算）が遅れるほど
残余財産の額（投下資本回収額）が減少
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２ 進出フェーズ� Q&A 集 
２ 進出フェーズ� Q&A 集 

 
海外進出をご検討されている企業様からよくご質問頂く論点を、１ 海外進出のための調査・

計画のフェーズ、２ 海外進出の実行のフェーズ、３ 海外事業の運営のフェーズ、４ 海外事業

からの EXIT のフェーズに分け、Q&A 形式で解説します。 
 

１ 海外進出のための調査・計画のフェーズ 

 

Q1-1：海外進出プロジェクトの流れ 

社内の海外進出プロジェクトを任せられたのですが、プロジェクトの全体像が分からな

いため、何から手を付けてよいのかわかりません。プロジェクトの大まかな流れを教えて

下さい。 

1-1：海外進出プロジェクトの流れ 
Answer  

 
 海外進出プロジェクトは、①海外進出のための調査・計画、②海外進出の実行、③海

外事業の運営、④海外事業からの EXIT、の４つのフェーズに分けることができます。 

 したがって、まずは①の調査・計画から開始することになりますが、進出計画の策定

にあたっては、次フェーズ以降の視点も十分考慮に入れておかなければなりません。 

 
Note  

 
❐ 海外進出のための４つのフェーズ 海外進出プロジェクトは、図表 2.1-1 のとおり４つ

のフェーズに分けて考えることができます。本 Q&A では、各進出フェーズごとにポイントを

整理していますので、「海外進出の実行」のポイントについては Q2-1 以降を、「海外事業の

運営」のポイントについては Q3-1 以降を、「海外事業からの EXIT」のポイントについては

Q4-1 以降をそれぞれご参照下さい。 
 
❐ プロジェクトの全体を��えた計画策定が�� ご注意頂きたいのは、進出計画の策定

段階で、次フェーズ以降の視点も十分考慮に入れておかなければならないという点です。②の
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実行フェーズに入ると、現地パートナー候補も含め、様々な利害関係人がプロジェクトに

参加してくることになるため、計画の修正が難しくなります。海外進出プロジェクトにお

いては、極端なことを言えば、始まる前から終わりを想定した計画策定が必要となるので

す。 
 

図表 2.1-1 海外進出プロジェクトの流れ 
 

 
 

Q1-2：進出計画を策定する上での注意点 

当社では新たな市場開拓策の一環として海外進出の可能性を検討しており、東南アジア

も進出候補地に挙がっています。どのような点に注意して、進出計画を策定すればよいで

しょうか。 

1-2：進出計画を策定する上での注意点 
Answer  

 
 そもそも海外進出が貴社にとって本当に必要なのかという“必要性”、そして候補地に

対する進出が本当に可能なのか否かという“許容性”の両側面から、進出の可能性を

ご検討頂く必要があります。 

 
Note  

 
❐ 必要性の�点：海外進出が本当に“必要”か まずは、海外進出の“必要性”を十分吟

味して下さい。進出の目的が「取引先に誘われたから」というのでは成功はおぼつきませ

ん。例えば、タイの名目 GDP は、約 3,738 億 USD（2014 年）ですが、これは、およそ日本

の大阪と京都の県内総生産を合わせた程度の規模です。貴社が求める市場が日本国内に本当に

存在しないのかという視点で“海外進出の必要性”を慎重にご検討頂くことが必要です。 

Reserch ＆ Planning
海外進出のための調査・計画

Execution
海外進出の実⾏

Operation
海外事業の運営

Exit
海外事業からのEXIT

市場
調査

 外部環境の調査
 内部リソースの確認

進出
計画

 仮説設定
 フィージビリティ分析

契約
 提携先のDD
 各種契約の作成・交渉

実⾏
 拠点の設⽴
 各種契約の締結

ヒト
 現地⼈材の雇⽤
 育成／モニタリング

モノ
 営業等の事業活動
 事業基盤の拡⼤

カネ
 資⾦管理
 税務・会計処理

IPO
 証券取引所の選択
 上場時期・規模の検討

M&A
 Buyerの選択
 売却条件の検討

破産
清算

 ⼿続の選択
 直⾯する課題の整理・対応

1 2 3 4

進出
スキーム

 進出⽅法の検討
 M&Aスキームの設計

提携先
調査

 提携候補のリスト化
 提携条件の検討
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また、前述のとおり、東南アジア各国は、それぞれ様々な特徴を有しています（☞ 1 頁）。

市場規模のみにとらわれることなく、事業を展開するために必要となるコストその他の要

素（例：外資規制、文化、宗教、言語等）についても十分検討の上、進出対象国をご選択下さい。 
 
❐ 許容性の����外��が��に����� 次に、“許容性”の検討に移ります。海外

進出の可能性の検討を、大きく、「外部要因」と「内部要因」の両面から行います。 
 まず、外部要因としては、法制度に代表される“貴社にとってコントロールできない事項”

の洗出しを行い、その影響度を分析することが必要となります。検討項目は様々あります

が、外部要因を整理するための代表的フレームワークである PEST（Politics／Economy／

Society／Technology）のフレームワークを用いると、以下のような事項が一般的な検討項目と

して挙げられます。 
 

図表 2.1-2 海外進出に当たり検討すべき外部要因の⼀例 
 

 
 上記の中でも海外進出プロジェクトを進めるに当たり特に大きなネックになってくるの

が「政治体制」です。“革命”や“政権交代”といった大きなイベントにも十分注意を払う

必要がありますが、より身近な問題として、行政サービスの質について個々の職員によってむ

らが大きいというのは東南アジア諸国の一つの特徴です。後述する外資規制の調査等におい

政治
（Politics）

 政治体制（例：政権の安定性、政治の腐敗度）、法律・規制・訴訟制度
（例：外資規制、外資奨励） etc.

P

経済
（Economy）

 経済規模及び成⻑率、景気動向・消費動向、物価・株価・⾦利・為替・賃
⾦、税制・税率 etc.

E

社会
（Society）

 社会インフラ（電気・⽔道・ガス・通信）、⼈⼝及び年齢構成、流⾏・ライフ
スタイル、⾔語・⽂化・宗教 etc.

S

技術
（Technology）

 ITインフラ（インターネット、スマホ）の普及率、技術産業の発展度、知的財
産権保護制度、イノベーションの出現頻度 etc.

T

市場ルールを形成する要因

市場環境そのものを形成する要因

需要構造を決定する要因

競争環境を決定する要因
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ても、ある担当者と別の担当者とで解釈が異なるといったことがよくあります（☞ 28 頁）。 
 
次に、内部要因として、“ヒト”“モノ”“カネ”といった自社の内部リソースを洗出し、

海外進出のためにこれらリソースをどこまで充てることができるのか、また、競合との競

争を考えた場合のこれらの強み・弱みは何かを分析することになります。 
 

図表 2.1-3 バリューチェーン別の内部要因の洗出しの例 
 

 上記の洗出しを行った後は、国内事業の視点から競争力を評価するのではなく、「これら

リソースを海外に移転するための難易度」を掛け合わせ、“国際的な競争力”という観点からリ

ソースの再評価を行うことが必要です。例えば、貴社が強みと感じているある技術があった

としても、それが国外の法制下で同様に保護されるものなのか、その技術を扱うことがで

きる技術者が海外で業務を続けることが可能なのかといった再フィルタリングの作業が必

要です。 
 
 

Q1-3：外資規制の調査方法 

当社の事業を東南アジアで展開するために、現地に当社の 100%子会社を設立したいと考

えています。 

ところが、東南アジア諸国では外資規制に基づき、現地法人に対する出資比率が制限さ

れていると聞きました。外資規制の有無やその内容はどのように調査すればよいでしょう

か。 

1-3：外資規制の調査方法 
Answer  

 
 東南アジア諸国の外資規制については、ジェトロのウェブサイトで概要が整理されて

います。 

研究・開発 製造・調達 販売・提供 アフターサービス

国内での強み
 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

1 2 3 4

海外移転の可能性

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx

⇒ 海外で勝負可能な領域
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 また、当該国において外国投資を所管する政府機関が外資規制に関するリストをウェ

ブサイト上で公表しています。 

 なお、外資規制は「外資規制法」といった一般的な法令の形式で定められている場合

の他、電気事業法・ガス事業法といった個別の事業法によっても規定されている場合

があり、事業分野によっては両方を参照しなければ外資規制を正しく理解できない場

合があります。 

 
Note  

 
❐ 外資規制 東南アジア諸国では、自国産業の保護や自国の安全確保のために、一定の事

業分野について、外国資本による進出を規制している場合があります。具体的には、外国人・

外国法人による現地法人に対する出資比率を制限したり（例：「○○事業分野への外国人・外国法人

の出資比率は○○%を上限とする」等）、外国人・外国法人による土地所有を制限したりしている

場合があります。ちなみに、日本でも、外国為替及び外国貿易法（通称「外為法」）や各種事

業法（例：放送法）によって、外国資本による日本法人への出資が制限される場合がありま

す。 
 
❐ 外資規制を��するための国�資料 東南アジア諸国の外資規制に関する情報を日本

語で入手したい場合には、ジェトロ（日本貿易振興機構）のウェブサイトを閲覧頂くとよいで

しょう。例えば、インドネシアの外資規制の概要を知りたい場合、「インドネシア」に関す

るページの中の「外資に関する規制」のページを閲覧すると、その概要を確認することが

できます。 
 

 ジェトロのトップページ 
https://www.jetro.go.jp/ 

 インドネシアの外資に関する規制 
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_02.html 

 
❐ 現地の一次資料の確認も�� もっとも、最新かつ正確な情報を入手するためには、現

地の一次資料を確認しなければなりません。東南アジア各国では、当該国において海外投資を

所管する政府機関が外資規制に関するリストを公表しています。貴社の進出国が特定されてい

るのであれば、当該国の所管政府機関のウェブサイトを閲覧し、当該国の外資規制に関す

る一次資料を確認しておくことが必要です。 
例えば、インドネシアの外資規制は、インドネシア投資調整庁（BKPM）が所管しており、

そのウェブサイト上で、外資規制に関するリスト（＝外国人による投資が制限を受ける「ネガティ

ブ・リスト」）が公表されています。 
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 インドネシア投資調整庁（BKPM）のトップページ 
http://www8.bkpm.go.id/ 

 ネガティブ・リスト 
http://www8.bkpm.go.id/en/investment-procedures/negative-investment-list 

 
❐ ��に�いては現地���関�は法律事務所への相談が必要 外資規制は「外資規制法」

といった一般的な法令の形式で定められている場合の他、電気事業法・ガス事業法といっ

た個別の事業法によっても規定されている場合があり、事業分野によっては両方を参照し

なければ外資規制を正しく理解できない場合があります。また、現地政府機関が公表して

いる資料のうち英訳されているものは、あくまで参考訳としての位置付けに過ぎず、英訳

が誤っていたといった事例も過去にありました。加えて、前述のとおり、東南アジアでは、

行政サービスの質について個々の職員によってむらが大きく、ある担当者と別の担当者と

で解釈が異なるといったこともよくあります（☞ 25 頁）。 
したがって、外資規制対象事業のうち、特にその解釈が一義的ではない“グレーゾーン”

の事業への進出が予定されている場合には、現地当局への照会や現地法律事務所への相談を複

数チャネルで実施し、当該国の外資規制を正しく把握するというプロセスが別途必要となりま

す。 
 
 

Q1-4：外資規制を回避する方法 

当社の事業を東南アジアで展開するために、現地企業をパートナーとする合弁会社を設

立したいと考えています。この事業は当社がイニシアティブをとって運営していきたいた

め、当社が議決権の過半数を取得できることが前提です。 

ところが、外資規制を調査したところ、当該事業に関して、外国企業は 49%までしか株

式取得が認められないとのことでした。当社は、当該国への進出をあきらめる他ないので

しょうか。 

1-4：外資規制を回避する方法 
Answer  

 
 外資規制により外国企業による過半数出資が認められていない場合に、事業のイニシ

アティブを獲得したい当該外国企業が採り得る手段としては以下が考えられます。 

 

① 当局の承認その他所定の条件を満たすことにより、過半数出資を認めてもらう⽅法 
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② 友好的“⾮外国⼈”パートナーの協⼒を求めることにより、当該パートナーとの合計で過半数持分を獲
得する⽅法 

③ 出資⽐率は 49%以下に抑えつつ、合弁契約等により、合弁会社の実質的な⽀配を獲得する⽅法 
④ 種類株式を⽤いることにより、出資⽐率は 49%以下に抑えつつ、“議決権⽐率”について過半数を取

得する⽅法 
⑤ 合弁形態ではなく、代理店契約・フランチャイズ契約・提携契約等に基づく“事業提携”の形式を採る

ことにより、当初の⽬的を達成する⽅法 

 
 もっとも、上記の方法が外資規制の“潜脱”とみなされる可能性もありますので、各

種スキームの適法性については、現地の政府機関又は現地法律事務所への相談が必要

となります。 

 
Note  

 
❐ 当局の承認その他所定の条件を満たす 外資規制の規定の仕方には、「いかなる場合に

おいても所定の比率以上の出資を認めない」としている場合と、「原則は所定の比率以上の出

資は認めないが、当局の承認その他所定の条件を満たした場合には例外的にそれ以上の出資を認

める」としている場合とがあります。外資規制が後者の形式を採っている場合であれば、当

該条件を満たすことにより、所定の比率以上の出資を実行することが可能となります。 
例えば、タイにおいては、外国人事業法の規制対象業種であっても、商務省（MOC：Ministry 

of Commerce）の外国人事業許可証を取得するか、又は、タイ投資委員会（BOI：Board of 

Investment）の認可を取得することにより、当該業種に参入することができるとされていま

す。また、同国では、一定の資本金要件を満たすことで外資規制が緩和されることもあり

ます。例えば、販売会社、すなわち、「卸売業」「小売業」「輸入販売業」は、外国人事業法

の規制対象業種ですが、最低資本金１億バーツ以上を出資すれば、外資 100％会社を設立す

ることも可能となります。 
 
❐ 友好的“非外国人”パートナーの協力を求める また、貴社と友好関係にある“非外国人”

パートナーの協力を求めることにより、当該パートナーとの合計で過半数持分を獲得するという

方法も考えられます。東南アジア諸国には、法形式上は“非外国人”（＝現地企業）と定義さ

れる法人であっても、役員構成その他実質的な支配関係を見ると“日系”がコントロール

している法人（例：日系金融機関）も少なくありません。このスキームを用いた場合、例えば、

ある国のある事業分野への外国人投資比率が 49%までとなっていても、貴社が 49%を出資

し、当該友好的パートナーが２%出資すれば、貴社と合わせて実質 51%の持分割合を獲得

することが可能となります。 
 但し、上記のように少数持分しか取得しない“友好的パートナー”は「名目的株主」（nominee）
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に過ぎないとして、このような回避スキームを認めない法制や法運用もありますので、注意が

必要です。 
 
❐ 合弁契約等により実質的支配を獲得する 別の方法として、出資比率は 49%以下に抑え

たままで、合弁パートナーとの間で締結する合弁契約等において貴社の実質的な支配権を獲得

するという方法も考えられます。例えば、取締役の指名権について、出資比率に関わらず、貴

社が過半数を指名することができる（かつ当該指名取締役の解任も貴社のみがなし得る）と契約で規

定しておくことができれば、合弁会社の実質的運営は貴社に委ねられることになります。この

ような合意を成功させるためには、合弁事業における貴社＝パートナー間の役割分担を明

確にし、当該事業におけるイニシアティブは貴社が担うのだという点を早期の段階で合意して

おくことが必要です（☞ 11 頁）。 
 なお、これはあくまで契約上の合意に過ぎず、持分比率そのものを変更するものではあ

りません。したがって、現地パートナー企業が上記のような規定に違反した場合、会社法上は

出資比率による支配となってしまう点にご留意下さい。 
 
❐ 出資比率は��しつつ議決権比率で過半数を取得する もし、当該国の外資規制が「議

決権比率」ではなく「出資比率」で定義されているのであれば、「出資比率」については 49%以

下を保ったまま、「議決権比率」で過半数を取得するという方法も考えられます。 
具体的には、１株当たり議決権数の異なる種類株式を利用するという方法です。例えば、日

本法人が 49％（49 株）、現地法人が 51％（51 株）の株式を保有している場合でも、日本法人

側の保有株式を「１株２議決権」を有する種類株式（いわゆるデュアル・ストック）とすることで、

議決権比率では日本法人 65.8％（98 個）、現地法人 34.2％（51 個）となり、日本法人が合弁

会社の支配を取得することが可能となります。もちろん、国によっては種類株式を認めて

いなかったり、デュアル・ストックのようなアレンジを認めていなかったりする場合があ

るので、現地の専門家への確認が必要です。 
 
❐ 提携契約等による事業提携の形式を採る 上記のいずれの方法も認められない場合に

は、外資規制の対象となる現地法人に対しては“出資”という形式を採らず、代理店契約・フ

ランチャイズ契約・提携契約等に基づく“事業提携”の形式を採ることにより、当初の目的を達

成することができないかを検討することになります（☞ 32 頁）。 
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Q1-5：外資奨励制度 

当社は東南アジアでの事業展開を計画していますが、東南アジアの国々では、外資を奨

励するための制度が存在すると聞きました。どのような特典が受けられ、またそのために

どのような条件が必要になるのでしょうか。 

1-5：外資奨励制度 
Answer  

 
 東南アジア諸国では外資奨励が規定されている場合があり、優遇税制その他特典が与

えられることがあります。その概要については、図表 1.1-1 をご覧下さい（☞ 3 頁）。 

 
Note  

 
❐ 外資奨励に�する�� 東南アジア諸国の外資奨励については、外資規制と同様、ジェ

トロのウェブサイトでその概要を確認することができます（☞ 27 頁）。また、各国の政府機

関が奨励制度を紹介していますので、こちらも併せてご確認下さい。 
 進出計画を策定するためには、奨励制度の内容のみならず、制度の適用を受けるための

条件や手続、当該手続が完了するまでの期間や制度が適用された実績等についても予めリ

サーチしておくことが必要です。 
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２ ��進出の�行の��ー� 

 

Q2-1：提携スキームと合弁スキーム 

東南アジア進出にあたり、パートナー候補である現地企業から、「事業提携」と「合弁会

社の設立」のいずれがよいかと質問されています。これら二つのスキームの違いを教えて

下さい。 

2-1：提携スキームと合弁スキーム 
Answer  

 
 提携スキームも合弁スキームも、当事者それぞれが保有するリソースを互いに提供し

合い、相互補完関係を形成するという点で共通します。合弁スキームも、広い意味で

は、提携スキームの一つの形式です。 

 もっとも、提携スキームは、当事者による“事業提携契約”の締結のみで組成される

のが一般的であるのに対し、合弁スキームは、当事者による“合弁契約”の締結に加

え、合弁事業を行うための共同出資会社である合弁会社を設立するという点で異なっ

ています。 

 
Note  

 
❐ 提携スキームと合弁スキーム 提携スキームは一般に次のような場合に用いられます。

ある会社（例：日本企業、次図「X 社」）が海外での事業の立上げを検討する場合、まずは、既

に自社で保有するリソース（例：生産機能、次図「リソース A」）と、新たに準備が必要なリソー

ス（例：販売機能）とを洗い出す必要がありますが、後者の中には、準備が困難で当該事業を

開始するにあたって“ボトルネック”となるものもあります（次図「リソース B」）。準備に多

額の金銭的投資を要するものや長い期間を要するもの、外資規制・知的財産権その他法規

制との関係で構築が困難なもの等がこれにあたります。 
ところが、このような X 社にとってボトルネックとなるようなリソースを他社（例：現地

企業、次図「Y 社」）が保有している場合、Y 社からその提供を受けることができれば、X 社

は自社のリソースと組み合わせて、当該事業を開始することができます。このような新規事

業構築のための他社との“ギブ・アンド・テイク”の仕組みが「提携」スキームです。 

これに対し、合弁スキームは、上記のような当事者間の提携関係を、共同出資会社である「合

弁会社」（次図「Z 社」）を通じて構築する方法をいいます。 
合弁スキームも提携スキームも、複数の事業者が、各自のリソースを提供し、特定の事業を遂
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行するという同一・共通の目的を有している点で共通しています。 
 

図表 2.2-1 提携スキームと合弁スキームのイメージ 
 

 
❐ 提携スキームと合弁スキームの相違点 一方、提携スキームと合弁スキームについて、

「提携事業（合弁事業）の開始」、「当該事業の経営」、「当該事業から得られる収益の帰属」、

「当該事業の終了」に場面を分けた場合、以下のように相違点を整理することができます。 
 

図表 2.2-2 提携スキームと合弁スキームの相違点 
 

 
まず、提携事業（合弁事業）の開始フェーズにおいて、スキーム組成の難易を比較すると、

提携スキームは、基本的に、当事者間の契約のみで実現することが可能であるため、比較的簡

易な手続で進めることができるという特徴があります。これに対し、合弁スキームの場合は、

事業を行うヴィークルとして、当事者とは別個の法人（例：Z 社）を設立する必要があるため、

契約のみの単なる提携スキームよりも、スキーム設計のための手続的負担を要するという特

X社（⽇本） Y社（現地）

リソースA

リソースB

X社（⽇本） Y社（現地）

リソースA リソースB
Z社

（現地合弁）

提携スキーム 合弁スキーム

事業の開始
「スキーム組成の難易」

 契約のみでスキーム設計が可能
であるため、⽐較的容易

 当時者とは別個の法⼈を設⽴
するため、⽐較的困難

事業の経営
「経営の主導権」

 ⽐較的決めにくい  ⽐較的決めやすい

事業の収益
「収益モデル」

 提携事業の収益は、直接、提
携当事者に帰属する。

 合弁事業の収益は、⼀旦、合
弁会社の帰属する。

事業の終了
「スキーム解消の難易」

 ⽐較的容易であり、⻑期的な提
携関係に向いていない

 ⽐較的困難であるため、⻑期的
な提携関係に向いている

提携スキーム 合弁スキーム
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徴があります。 
次に、事業経営のフェーズにおいては、一般に、提携スキームでは、当該事業に関して、

当事者のいずれが主導権をとるかを決定することが難しいという面があります。これに対して、

合弁スキームでは、合弁会社に対する持分割合等により、合弁事業に対する主導権をどちらが

とるかを明確に定めることが可能という特徴があります。 
また、事業から得られる収益の帰属についても違いがあります。提携スキームの場合、当

事者は、提携事業から得られる収益を提携取引に基づき受領することになります。例えば、事

業提携の内容が、「X 社の製造事業と Y 社の販売事業を提携し、X 社製品を Y 社が継続的に

販売すること」である場合、X 社の収益源は Y 社に対する販売益となり、Y 社の収益源は

顧客に対する販売益となります。あるいは、Y 社の顧客に対する販売益を、X 社と Y 社で

“レベニューシェア”するというモデルも考えられます。いずれにしても、提携事業から生

ずる収益の取得メカニズムは、X 社・Y 社間で締結される事業提携契約の中で定められることに

なります。これに対し、合弁スキームの場合、提携事業から得られる収益は合弁会社に帰属す

ることになるため、当事者が収益を得るためには、①合弁会社との取引契約に基づき収益を

得る方法、②合弁会社から剰余金の配当等を得る方法（インカム・ゲイン）、③合弁会社の株式の

譲渡益（値上益）を得る方法（キャピタル・ゲイン）のいずれかが必要となります。 
両スキームは、事業の終了の場面でもその特徴が異なります。上記のとおり、提携スキー

ムは、合弁スキームに比べ、その組成が容易ですが、このことは、その解消も容易であるこ

とを意味するめ、長期的なスパンで当該事業を展開するのには向いていません。これに対

し、合弁スキームでは、事業を行うヴィークルとして合弁会社という法人を設立するため、

契約のみの単なる事業提携よりも、提携関係を解消することが難しく、長期的なスパンで提

携関係を維持するのに向いているといえます。 
 

Q2-2：提携スキームを実現するための契約 

提携スキームでは「提携契約」と呼ばれる契約が必要となるようなのですが、どのよう

な内容を盛り込めばよいのかよくわかりません。提携契約の概要について教えて下さい。 

2-2：提携スキームを実現するための契約 
Answer  

 
 提携契約の中には、提携当事者により行われる事業（提携事業）の概要、及び、当該

事業を実現するための当事者の役割について規定します。 

 提携契約に盛り込むべき内容については、図表 2.2-3 をご参照下さい。 
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図表 2.2-3 提携契約の主な内容 
 

 
Note  

 
❐ 提携事業の内容 まず、提携契約では、提携当事者それぞれが持つリソースを組み合わせ

てどのような事業を実現したいのかといった提携事業の内容を明らかにしておく必要がありま

す。販売提携モデルを例にとると、「X 社の製造事業と Y 社の販売事業を提携し、X 社製品

を Y 社が継続的に販売すること」が提携事業の内容となります。事業の内容そのものに加

え、事業を行う地域（例：「東南アジアの特定の国か、それとも東南アジア全域か」等）や事業を行

う期間（事業開始日及び終了日）が限定されているのであればこれらの点についても規定して

おく必要があります。 
 
❐ 当事者の役割 上記の提携事業を実現するために、提携当事者それぞれがどのような役割

を担うのかを規定しておくことも必要です。上記の例でいえば、X 社にとっては、「製品を

製造し、これを Y 社に継続的に供給すること」がその役割であり、Y 社にとっては、「X 社

の製品を継続的に仕入れ、これを販売するための活動を行うこと」がその役割となります。 
また、この点に関連して重要となるのは、当事者それぞれの役割が相手方にとって“独占的”

“排他的”なものか否かという点です。例えば、X の役割が Y にとって独占的なものとされ

提携事業
に関する条項

提携事業の内容
 事業の内容
 事業地域
 事業期間（事業開始⽇、事業終了⽇）

当事者の役割
 上記提携事業を実現するための当事者それぞれの役割
 競業避⽌義務、独占契約条項

経済条件  提携事業から⽣ずる収益の分配・帰属に関する取り決め

関連契約

 提携当事者の役割を具体的に規定するための契約の内容及び締結
までのスケジュール

 提携当事者以外の第三者との契約が必要となる場合、当該契約の
内容及び締結までのスケジュール

提携事業の終了
 終了事由
 終了のための措置
 終了後の精算処理

その他⼀般的な契約条項
 秘密保持、契約上の地位の移転の禁⽌、契約違反の効果、紛争解

決⽅法等

35 36



39 
 

るのであれば、X は Y 以外の第三者に対して製品を供給することはできないということに

なり、一方、Y の役割が X にとって独占的なものとされるのであれば、Y は X 以外から同

種製品を仕入れることはできないということになります。 
 
❐ 経済条件 また、提携事業の経済条件、すなわち、提携事業から生ずる収益の分配・帰属

に関しても取り決めておくことがあります。上記の例のように、「X 社製品を Y 社が継続的

に販売すること」が提携事業の内容である場合、X 社から Y 社に対する売上が X 社の収益

であり、Y 社の顧客に対する売上が Y 社の収益となりますから、特に取決めは必要となら

ないようにも思われます。しかし、場合によっては、Y 社の顧客に対する売上を、X 社と Y
社との間で分配する「レベニューシェア」モデルをもって経済条件を規定するような場合

もあり、この場合にはシェアの対象やシェアの比率等を提携契約の中で規定しておくこと

が必要です。 
 
❐ 関�契約 上記の役割や経済条件について、これらを詳細に合意するために、提携契約

とは別個の契約を締結する場合があります。各当事者の役割がシンプルなものであれば、そ

の内容を提携契約の中に規定してしまうことも可能ですが、場合によっては、まずは、提携

契約を基本契約として締結し、その後に、各役割の詳細を定めるための契約を別途締結するこ

ともあります。その場合には、関連契約が別途締結される予定である旨や、関連契約締結

のスケジュール感について、提携契約の中で規定しておく必要があります。 
また、案件によっては、当該提携事業を完成させるためには、提携当事者以外の第三者の

協力を得ることが必要となる場合もあります。当該事業を進めるために必要な知的財産権に

ついてのライセンスを第三者から取得するような場合がこれに当たります。そのような場

合には、やはり関連契約として当該第三者との契約が必要となる旨を提携契約の中で確認

しておき、その概要や締結までのスケジュール感について提携契約の中に規定しておくこ

とで、当事者間の認識をそろえておく方がよいでしょう。 
 
❐ 提携事業の終了等 提携契約の中に提携事業の終了等に関する規定を設けておくことも

あります。例えば、提携事業から得られる収益が一定の目標に達しなかった場合に、提携

条件を見直したり、提携関係そのものを解消するといった措置を提携契約の中に規定して

おくことがあります（☞ 53 頁）。 
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Q2-3：合弁スキームを実現するための契約 

合弁スキームでは「合弁契約」と呼ばれる契約が必要となるようなのですが、どのよう

な内容を盛り込めばよいのかよくわかりません。合弁契約の概要について教えて下さい。 

2-3：合弁スキームを実現するための契約 
Answer  

 
 合弁契約に盛り込むべき内容は、大きく、「合弁会社の内容に関する事項」と「合弁事

業の内容に関する事項」とに分かれます。前者の概要については、図表 2.2-4 をご参照

下さい。 

 なお、後者は、提携契約における「提携事業に関する事項」と共通しますので、Q2-2

をご参照下さい。 

 

図表 2.2-4 合弁契約の主な内容 
 

 
Note  

 
❐ 合弁契約 合弁契約は、大きく２つの事項、すなわち、①合弁会社の内容に関する事項

（例：合弁会社の株主構成、経営体制等）と、②合弁事業の内容に関する事項（例：合弁会社設立後

の事業モデルや取引関係）を規定するためのものです。 

合弁会社の内容
に関する条項

合弁会社の概要
 商号・本店所在地等
 合弁会社の定款案

合弁会社の設⽴

 設⽴スキーム
 出資⾦額・出資割合
 出資⽅法（現⾦出資のみか、現物出資も認めるか）
 株式の種類（普通株式のみか、種類株式も認めるか）
 出資の前提条件

合弁会社の経営
 役員構成
 事前合意事項／事前通知事項
 合弁会社に対する⽀援義務（資⾦調達義務）

合弁事業の内容に関する条項  提携契約における「提携事業の内容」参照（Q2-2参照）

その他⼀般的な契約条項
 秘密保持、契約上の地位の移転の禁⽌、契約違反の効果、紛争解

決⽅法等
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このうち①については、例えば、合弁当事者のうち合弁会社の株式の過半数を取得する

者がいるのであれば、当該当事者は会社法のルールに沿って合弁会社のほとんどの事項を

単独で決定できるはずです。その意味で、合弁契約は、合弁会社の株式の過半数を持たない少

数株主の権利・利益を保護するためのものと位置付けることもできます。 
 
❐ 合弁会社の�� 合弁会社の「商号」や「本店所在地」等は、合弁契約締結時には確定

していない場合もあり、必ずしも合弁契約の内容として記載しなければならないものでは

ありません。もっとも、合弁会社を自社の子会社とすることを予定している場合に、その商号

の一部に自社の商号を含めることを希望するような場合には、商号の内容やそのイメージについ

て合弁契約で合意しておく方がよいでしょう。 
これに対し、合弁契約の中で、上記を含む合弁会社の詳細を合意しておくこともありま

す。このような場合には合弁会社の定款案を作成の上、これを合弁契約の別紙として添付して

おくという方法がとられます。 
 

❐ 合弁会社の設立 合弁会社の設立方法として、①合弁当事者双方が発起人となって共同で

設立するという方法もありますが、②当事者の一方が会社を設立し、会社設立後の増資手続に

よって合弁会社の組成を完了するという方法もあります。合弁会社設立後に合弁事業を開始

するためには種々の関連契約（☞ 36 頁）が必要となり、これらの契約が合弁会社と締結さ

れることを合弁契約のクロージングの前提条件と位置付けることが多いと思われます。こ

のような場合には、上記②の方法に従い、まずは関連契約を締結するための受皿となる法

人格を組成し、当該法人が関連契約を締結した後に、増資を行うことにより合弁会社の組

成を完了するというプロセスが選択されます。 
また、当然のことながら、合弁当事者双方の出資金額や出資割合を合意しておく必要があ

ります。出資方法としては、現金出資の他に現物出資（現金以外の財産による出資）を認めるか

どうかは事前に確認をしておく必要があります（現物出資が予定されている場合には出資財産の評

価という問題が生じます。）。 
さらに、取得する株式の種類（普通株式のみか種類株式も含まれるか）や合弁会社の設立・組成

の前提条件（例：「関連契約が全て締結され、その効力が生じる状態になっていること」等）について

も規定しておく必要があります。 
 
❐ 合弁会社の�� 合弁会社の経営に関する規定としてまず重要となるのは、役員構成で

です。会社の経営は取締役会（Board of Directors）によって行われることになるため、取締役

会の構成や個々の取締役の指名権の有無について、合弁契約での取決めが必要となります。

また、少数株主の経営参加権を確保するために、事前同意事項（＝合弁会社が特定の事項を行う

ためには少数株主の事前同意が必要となる旨の規定。少数株主の「拒否権」とも言われます。）や事前通

知事項（＝合弁会社が特定の事項を行うためには少数株主に対する事前通知が必要となる旨の規定）につ
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いて定めておくことも必要となります。 
 
❐ 合弁事業の�� 合弁事業の内容に関する契約条項としてどのようなものを規定すべ

きかについては、Q2-2 で紹介した提携契約の「提携事業に関する条項」部分を参照下さい（☞ 

35 頁）。なお、合弁事業の終了に関しては、提携事業の終了とは異なり、単に契約を終了す

るのみならず、組成した合弁会社を処分・清算等する必要も生じます。したがって、合弁

事業を終了するための基準に加え、合弁事業を終了した後の合弁会社の清算等のメカニズ

ムについても予め規定しておく必要がある点にご注意下さい。 
 
 

Q2-4：合弁スキームを組成するためのプロセス 

現地企業をパートナーとして、合弁会社を設立することになりましたが、相手方とどの

ようにプロセスを進めればよいのかわかりません。合弁スキームの組成プロセスを教えて

下さい。 

2-4：合弁スキームを組成するためのプロセス 
Answer  

 
 合弁スキームの組成プロセスは、図表 2.2-5 のとおり、「条件交渉」、「合弁契約の作成・

締結」、「合弁会社の準備・設立」、「関連契約の作成・締結」、「合弁事業の開始」の順

に進みます。 

 

図表 2.2-5 合弁スキームの組成プロセス 
 

 

Note  

 
❐ 条件交渉 まず、合弁契約の基本事項（例：合弁事業の概要や持分割合等）に関する条件交

渉が行われます。多くの場合、契約書のドラフトを作成する前に、「タームシート」と呼ば

れる、契約の主要条件を項目別にまとめた表が用いられます。 
 

条件交渉
（タームシート作成）

合弁契約の
作成・締結

合弁会社の
準備・設⽴

関連契約の
作成・締結

合弁事業の開始

交渉
開始

基本
合意

契約
締結

会社
設⽴

事業
開始
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❐ 合弁契約の作成・締結 タームシートのやり取りを通じ、合弁スキームに関する条件の

大枠に関して合意が形成された段階で、合弁当事者間で「基本合意」が締結されます。もっ

とも、基本合意書を別途作成せずに、タームシートの中に、独占交渉条項や守秘義務条項

等の法的拘束力を生じさせたい条項を追加し、当事者双方がこれに署名することで、ターム

シートを基本合意書の代わりとして用いることもあります。 
 
❐ 合弁会社の��・設立 合弁契約が締結されると、次に、合弁会社の設立手続に入りま

す。会社の設立手続は東南アジアの国ごとに異なり、また現地語での書類作成が必要とな

ります。現地パートナーに設立をお願いするか、又は現地の法律事務所又はコンサルタン

トに設立業務を依頼するのがよいと思われます。 
 
❐ 関連契約の作成・締結 合弁会社が設立されると、合弁事業を行うために必要となる、

合弁会社を当事者とする各種契約（関連契約）の作成・締結のための手続を行います。その

詳細については、Q2-2「提携スキームを実現するための契約」の解説をご参照下さい（☞ 36

頁）。 
 
❐ 合弁��の�� 関連契約が作成・締結され、また、「株主の承認」「政府の許認可」、「取

引先金融機関の承認」といった合弁事業を開始するための前提条件が全て整った段階で、合

弁契約のクロージング（合弁会社に対する必要な資金の注入：Cash Injection）が行われ、合弁会社

の設立・組成手続が完了し、合弁事業が開始されることになります。 
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３ 海外事業の�営の�ェー� 

 

Q3-1：PMI－Post Merger Integration 

当社は、海外進出のため、現地企業を M&A により買収することにしました。その後は

「PMI」と呼ばれる作業が必要になると聞いたのですが、そもそも PMI とはどのようなも

のなのでしょうか。プロジェクトの進め方についても教えて下さい。 

3-1：PMI－Post Merger Integration 
Answer  

 
 PMI とは、Post Merger Integration の略称で、買収企業（今回の貴社）と被買収企業（今

回の現地企業）の“経営を統合”するための作業を意味します。 

 対象事項は多岐にわたりますが、事業面では、主に、ビジネス・デューデリジェンス

を通じて洗い出された両企業の“シナジー”を実現するための作業を進めていくこと

になります。また、管理面では、経営管理指標の統一、経理基準の統一、給与・労働

条件・人事評価の統合、組織・決裁権限・社内規程の統合といった、管理機能の統合

作業を行います。 

 
Note  

 
❐ PMI とは�か PMI は、上記のとおり、買収企業と被買収企業の経営を統合するための

作業を意味します。噛み砕いていえば、「互いを知り、良いところは取り入れ、重複するもの

はいずれかに統一する」というのが作業の肝となります。実際の作業対象事項は多岐にわた

りますが、「事業面」での統合作業と「管理面」での統合作業とに分けて検討されるとよいか

と思います。 
事業面での統合作業では、買収前に実施された“ビジネス・デューデリジェンス”によ

って検証された買収企業と被買収企業の“事業シナジー”を実現するための計画策定や準備作

業を行うことになります。 
管理面では、経営管理指標（いわゆる KPI）の統一、経理基準の統一、給与・労働条件・人事

評価の統合、組織・決裁権限・社内規程の統合といった、管理機能の統合作業が行われます。 
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図表 2.3-1 PMI の作業対象の⼀例 
 

 
❐ PMI の�め方 まず、PMI は“互いを知る”ところから始まります。買収企業は買収前

デューデリジェンスによって被買収企業の情報をある程度入手しているはずです。しかし、

その情報を持っているのは一部の投資担当者のみで、全社的にその情報が共有されている

わけではありません。また、被買収企業は買収企業の情報を持っていないのが通常です。

したがって、まずは、双方の事業部門・管理部門の担当者同士が、それぞれ互いの企業を知る

ために、部門ごとにその特徴をまとめた基礎資料を作成しそれを交換し合い、また部門ごとの担

当者ミーティングを開催する等して、“互いをよく知る”というのが PMI のスタートとなります。 
 その上で、PMI の対象となりそうな項目、例えば、事業面でいえばシナジーを発揮でき

そうな事業領域や営業手法、管理面でいえば統一化が必要な管理機能や統合可能な重複機

能の洗出しを行い、これらを実現するための To Do を具体的にリストアップしていきます。

そして、To Do を進めるためのスケジュールを作成し、スケジュールに沿って各アクション

を実行していくことになりますが、ここで重要なことは項目の優先順位の設定です。PMI
を実行することにより「金額的なインパクトの大きいもの」や「早期に効果が期待できるもの」

から優先的に対応していくことになります。 
 
 
 

レベニュー⾯
でのシナジー

コスト⾯でのシナジー

開発・製造型

販売・提供型

垂直統合型

• 技術・ノウハウの提供（例：技術指導、⼈材交流）

• 余剰機能の活⽤（例：余剰⽣産ラインの活⽤）

• クロスセル（例：商流の相互提供、商品ラインナップの拡充）

• ブランドの相互利⽤

• 開発・製造機能及び販売・提供機能の垂直統合による相互補完

• 集中購買による購⼊単価の引き下げによるコスト削減

• 各種機能・設備の共有によるコスト削減（例：重複部⾨の削減、設
備の共有、広告宣伝の共有）

財務・経理

事業⾯の
統合作業

（図表1.3-3）

管理⾯の
統合作業

⼈事

総務

• 経営管理指標（KPI）、経理基準の統⼀化作業

• 給与⽔準や⼈事評価⽅法の統⼀化作業

• 組織、決裁権限、各種社内規程の統合
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図表 2.3-2 PMI の進め⽅ 
 

 
❐ �理な�合は�わ�、��は�す 互いの良いところを取り入れるというのが事業面で

の PMI の肝となりますが、これは“違い”を全て捨てるということを意味しているわけでは

ありません。その“違い”こそが、これまでにない新たな強みにつながる可能性もあるから

です。「統合」というと全てを同じ内容にそろえることをイメージしてしまいますが、「い

かに違いを残すか」も PMI での重要な検討項目となります。 
 
 

Q3-2：資金管理の方法 

当社は、海外進出のため現地企業との合弁会社を設立しましたが、合弁会社の資金管理

は現地パートナー側に任せきりになってしまっています。漠然とした不安があるのですが、

やはりこのような管理方法は問題でしょうか。 

3-2：資金管理の方法 
Answer  

 
 経理担当者が単独で現金を決済できるようになっている場合には私的流用や濫費とい

った問題が生じやすくなります。日本で一般的にとられているように現金の決済には

複数の担当者の確認・承認が必要なフローを設定し、経理担当者が単独で支払を決定

できないようにしておくといった社内ルールを設けておくことが必要です。 

 もっとも、社内ルールも守られなければ意味がありません。そこで、一定金額以上の

支払については、日本側の担当者の承認がなければそもそも金融機関口座にアクセス

できないようにしておくといった担保手段もご検討下さい。 

 

Note  

 
❐ 金�の支払に関する社内ルールの�� 東南アジアの企業では、金銭の支払いに関し、

複数の担当者が確認・承認を行うといったフローが採られていないことも多く、経理担当者

基礎情報の交換
1

To Doの洗出し
2

スケジュール作成
3

統合作業の実⾏
4

「互いを知る」ための作業 「何をすべきか」を明確にする 「いつまでにするか」を明確にする 統合に向けたアクションの実⾏

 基礎資料の作成・交換
 部⾨ごとの担当者ミーティング

 統合項⽬の洗出し
 各項⽬ごとのTo Doの設定

 スケジュールの策定
 スケジュールのアップデート

 インパクト（⾦額等）の⾼い項⽬
 早期に効果が⾒込める項⽬
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が単独で現金の支払を決定できる状態になっている場合があります。このような場合、経理

担当者による私的流用や濫費といった問題が生じやすくなります。 
そのために有効なのは、“内部統制システムの構築”です。そのポイントは複数の担当者に

よって一つの取引を監視するという点にあります。金銭の支払いに関して複数の担当者の確

認・承認を必要とするような社内ルールを整備し、その運用を徹底するといった、“日本流

の内部統制システム”を導入することが有効な解決策となります。これは現金の管理だけ

にとどまらず、あらゆる取引において内部プロセスの透明性を高めるための有効な手段と

なります。 
 
❐ 金融機関口座の��上の�� しかし、上記はあくまで社内ルールに過ぎませんので、

実際に守られなければ意味がありません。また、当該拠点の規模が小さく、充分な人的リ

ソースがない場合、一つの取引に対して複数の担当者がチェックを行うという体制を構築

することがそもそも物理的に困難です。だからといって、支払いの全てについて日本本社

の承認が必要となってしまうと、現地での事業活動を著しく遅滞させてしまうことになり

かねません。 
そこで、一定金額以上の支払いに関しては、そもそも現地担当者による金融機関口座へのア

クセスを制限してしまうという方法も考えられます。例えば、金融機関口座を複数準備し、

日常的な支払を行うための口座については現地担当者の承認のみで支払いを行うことがで

きるようにしておき、大口の決済を行うための口座については、日本側の担当者の承認もなけ

れば送金指示ができないようにしておくといった工夫も考えられます。 
 
 

Q3-3：ノウハウ・技術の流出防止 

当社は、日本で製品の製造・販売を行っており、海外進出のため現地企業と合弁会社の

設立を計画しています。現地企業から、現地販売製品については、合弁会社を生産拠点と

し、現地生産を行ってもらいたいと依頼されています。これに関し、当社の生産技術者か

らは、「当社のノウハウや技術が流出してしまう心配はないのか」と聞かれ、返答に窮して

います。海外での技術流出を防止するための手段としては、どのようなものがあるのでし

ょうか。 

3-3：ノウハウ・技術の流出防止 
Answer  

 
 海外での技術・ノウハウの流出を防止するための方法としては、技術・ノウハウを開

示する現地の従業員に対して厳格な秘密保持義務や競業避止義務を課し、契約違反の

効果を明確に定めておくことにより抑止力につなげるといった契約上の手当てのみな
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らず、これらの者に十分なインセンティブを与え、ノウハウの持ち出しや転職を抑止

するといった労務管理上の工夫も必要となります。 

 しかし、当該技術・ノウハウが当社にとって極めて重要なものであり、その流出が事

業活動の死活問題につながるようなものなのであれば、そもそも“技術を海外に持ち

出さない”という選択肢もご検討頂く必要があります。この場合には、海外進出スキ

ームを変更し、「国内生産・現地販売」といった輸出型を採るか、又は技術・ノウハウ

を持つ日本の技術者を海外に派遣し、現地生産のうち当該技術等を用いる工程は現地

従業員には担当させないといった工夫が必要となります。 

 
Note  

 
❐ 技術流出等を�止するための�� 生産拠点を海外に移す場合、現地従業員に対して自

社の営業秘密に属するような技術やノウハウを提供しなければならないケースが生じます。

この場合には、当該従業員と締結する雇用契約等によって秘密保持義務（当該技術等を社外に

開示・漏洩してはならない旨の義務）や競業避止義務（当社の事業に類似する事業に関与してはならな

い旨の義務）を課すといった契約上の手当てが必要となります。日本では、契約違反の効果を

明確に規定することは稀ですが、抑止力を高めるためには違反した場合の効果（例：賠償金額等）

を明確に記載しておくといった工夫も必要です。技術等の無断持ち出しについて、現地の法

律（特に刑事法令）に照らしてどのようなペナルティが科せられることになるのかといったコ

ンプライアンス教育の徹底も重要です。 
 また、当該技術・ノウハウが現地の知的財産権により保護されるものであるならば、登

録できるものは全て登録しておき、また、現地の従業員と職務発明・職務著作に関する契

約を締結し、当該技術・ノウハウを法制度により保護するということも重要です。 
 一方で、従業員による技術の持ち出しは、産業スパイの事案も含め、当該行為に対する

金銭的な見返りが契機になっていることが殆どです。これらの情報を開示する現地従業員に

は給与・福利厚生・昇進等の十分な待遇を準備し、技術の持ち出しや転職そのもののインセンテ

ィブを削ぐといった人事労務面での工夫も必要となります。 
 
❐ そもそも技術を海外に移転しないという選択肢も 貴社の技術の重要性によっては、

「海外に移転して守る」ではなく、「そもそも海外に移転しない」という選択肢も十分にご検

討頂く必要があります。例えば、海外進出スキームを変更し、「国内生産・現地販売」とい

った輸出型の進出スキームを採るか（☞ 13 頁）、又は技術・ノウハウを持つ日本の技術者

を海外に派遣し、現地生産のうち当該技術等を用いる工程は当該日本人のみが担当し、現

地従業員には担当させないといった方法もあります。 
 上記のように、契約上の手当てを行っても、日本人のように「それを守る」という前提

は必ずしもありません。秘密保持契約を締結しているから安心という考えではなく、絶対
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に漏れてはいけないものなのであれば、初めから海外には持ち出さないという選択肢もご

検討頂く必要があります。 
 
 

Q3-4：贈収賄リスクへの対応 

東南アジアでは、日本に比べ贈収賄が行われるリスクが高く、また、地域によっては贈

賄を前提としなければ事業を行うことができないといった情報も耳にしました。当社の進

出地域も既に３か国目を数えていますので、贈収賄に関する社内規程を作成し、国内の海

外担当者、現地担当者に遵守を徹底させたいと考えています。贈収賄に関する社内規程は

どのような内容とすればよいでしょうか。 

3-4：贈収賄リスクへの対応 
Answer  

 
 各国の贈収賄法制を念頭に置いた“個別具体的”な規程（例：国別・地域別の規程）

を策定するのは、短期的な作業としては、困難であると思われます。 

 初期の段階では、ルールそのものは一般的かつシンプルなものを作成し、個別・具体

的な実務への適用は、ルールの“運用”（例：外国公務員への贈答や会食にはその額の

多寡によらず、全件本国本社の事前承認を必要とし、本国本社のコンプライアンスチ

ームが個別具体的に判断する）によってカバーするという方法が良いと思われます。 

 
Note  

 
❐ 個別具体的な贈収賄規程を作成することは困難 贈収賄対策の一つの方法として、贈収

賄を防止するための社内規程やガイドラインを策定することが考えられます。しかし、贈収賄

に関するルールは、国や地域毎に大きく異なっているため、全てをつぶさに調べ上げて一般的な

ルール化を行うのは、初期の作業として、現実的ではありません。例えば、規制の対象につい

て、これを“公務員”に限定する法制、“公企業の職員”も含める法制、“一般私人間”の

贈収賄も規制する法制があったりと様々です。また、いわゆる“ファシリテーションペイ

メント”を贈収賄規制の例外として認める法制、認めない法制もあります。加えて、近時

の贈収賄法制の特徴として、幅広い国際適用（域外適用）の可能性があるため、ある地域の

贈収賄ルールが別の地域での取引に適用されることがあります。 
 
❐ 一般的な規程と具体的な運用で対応 初期の段階では、ルールそのものは一般的かつシン

プルなものを作成し、個別・具体的な実務への適用は、ルールの“運用”によってカバーすると

いう方法がよいと思われます。例えば、規程としては、利益供与の相手方が公務員か私人か
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によらず、また、金額の多寡によらず、一般取引以外の利益供与を行う場合には、全件事

前申請を行わせ、コンプライアンス部門の承認にかからしめるといった方法です。 
判断権者であるコンプライアンス部門は、「相手方の属性」、「金額」、「利益供与の目的・

必要性」、「公務に関連して行われるものかどうか」等の諸般の事情を総合考慮して、個別

具体的にその可否を判断しなければなりません。海外贈収賄規制に精通した専門家をコン

プライアンス部門の担当者に据えるか、又はこのような判断を外部の法律事務所にアウト

ソースし、タイムリーなフィードバックを得られるような体制を構築しておく必要があり

ます。 
 
❐ 贈�賄に��る��������ント なお、贈収賄リスクも、既に述べた PDCA サイ

クルに乗せて、適切なマネジメントを継続していく必要があります（☞ 19 頁）。ここでは、

会社の内部統制部門やコンプライアンス部門が、どのように贈収賄のリスクを発見すれば

よいかという PDCA の「CHECK」のポイントについてお話しします。 
まず、贈賄にはその“原資”が必要となります。贈賄が、個々の担当者のポケットマネー

から行われることは稀であり、“会社の資金”を用いて行われることが通常です。つまり、

贈賄は、不正経理とセットとなっていることが多いと思われます。したがって、不正経理に関

するチェック、例えば、「架空売上」が行われていないかどうかを“不自然な増収の有無の

確認”、“売掛金の回転期間の確認”、“売上先と仕入先の突合”、“実地棚卸”等を通じて確

認するといった作業が、贈収賄の発生を未然に防止することにつながるのです。 
また、金品は直接的に授与されるのではなく、第三者を介した利益供与の形で行われるこ

とが多いと思われます。例えば、贈賄側が、ある業務を外部のコンサルタントに委託し、

当該コンサルタントがコンサルティング費用の一部を用いて、収賄側に金銭を授与すると

いうのが典型ケースです。したがって、業務委託契約の中で、目的・業務内容が不明確な

ものや、業務内容とバランスしない高額な委託報酬が設定されているようなものがある場

合、充分ご注意下さい。 
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Q3-5：地域統括会社 

シンガポールでは「地域統括会社」が設立されることが多いと聞きましたが、地域統括

会社とはどのようなものなのでしょうか。また、なぜシンガポールにそのような会社が多

く設立されるのでしょうか。 

3-5：地域統括会社 
Answer  

 
 地域統括会社とは、“東南アジア”“ヨーロッパ”といった特定地域に存在する複数の

海外子会社を統括する会社を意味し、本社と各海外子会社の中間拠点として機能しま

す。 

 地域統括会社自身が特定の事業を行う場合もありますが、いわゆる“純粋持株会社”

として組成され、各子会社に対する間接機能の提供のみを行う形態もあります。 

 シンガポールは、東南アジア経済の中心地であり、また、地域統括会社を誘致するた

めの優遇税制が用意されていることもあり、地域統括会社の設立拠点として選ばれる

ことが多いようです。近年は、タイも地域統括会社の設立拠点として脚光を浴びてい

ます。 

 
Note  

 
❐ 地域統括会社の������ー 地域統括会社の形態としては、地域統括会社と各地域

事業子会社とをいわゆる「兄弟関係」と位置付ける形態と、各地域事業子会社を地域統括会

社の子会社とする「親子関係」と位置付ける形態とがあり得ますが（図表 2.3-3）、実際の設立

例をみると、地域統括会社の各事業子会社に対する“資本関係を通じた株主ガバナンス”

を効かせるために、「親子会社型」を採用し、地域統括会社を各地域の中間持株会社のよう

に位置付けるストラクチャーが多いように思われます。 
 
❐ 地域統括会社�の資金の集約が��なポイン� 地域統括会社の設立を検討する際の

重要なポイントの一つが、いかにして各地域事業子会社の資金を地域統括会社に集約するかと

いう点です。 
資金集約の方法は大きく二つに分けることができます。一つは、地域統括会社と地域事

業子会社との間の“取引”に基づき、事業子会社から統括会社に資金を集約するという方法

であり、いま一つは“配当”による方法です。前者は、例えば、統括会社から事業子会社に

対して提供される各種サービス（間接機能の提供）の対価や知的財産権のロイヤリティの形で、

事業子会社から地域統括会社に資金を還流するといった方法がこれにあたりますが、シン
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ガポールでは、後述の優遇税制が適用された場合、これらの対価・ロイヤリティによる所

得については、軽減税率が適用されるため、税務ロスを最小化した効率的な資金集約が可

能となります。後者の配当についても、シンガポールでは、一定の条件下において、外国子会

社からの受取配当金についての免税が認められており、やはり効率的な資金集約が可能とな

っています。 
 

図表 2.3-3 地域統括会社のストラクチャー 
 

 
❐ 地域統括会社の�� 地域統括会社が各事業会社に対してどのような機能を提供して

いるかにつき、日本貿易振興機構（ジェトロ）が 2015 年に公表した「第４回在シンガポール

日系企業の地域統括機能に関するアンケート調査」によれば、①「販売・マーケティング」

（63.3%）、②「金融・財務・為替・経理」（60.0%）、③「経営企画」（54.4%）、④「情報シス

テム」（48.9%）、⑤「人事・労務管理・人材育成」（46.7%）が地域統括機能の上位５つとなっ

ています。 
 

 第４回在シンガポール⽇系企業の地域統括機能に関するアンケート調査 
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/489c40ecf7414f81.html 

 
❐ 地域統括���してシンガポール����る�� シンガポールはASEANの首都と呼

ばれる東南アジア経済の中心地であり、アジア最大のハブ空港であるシンガポール・チャン

ギ国際空港を持ち、周辺地域へのアクセスも容易です。制度面においても、安定した政治や、

地域統括会社を誘致するための優遇税制等が用意されていることも、シンガポールが地域統

括拠点として選ばれる理由となっています（前掲「第４回在シンガポール日系企業の地域統括機能

に関するアンケート調査」）。 

東南アジア
地域統括会社

東南アジア
事業⼦会社A

東南アジア
事業⼦会社B

⽇本本社

 経理・⼈事・総務等の間接部⾨サービスを提供
 ⽇本本社に代わり、グループ・ガバナンスのモニタリング

東南アジア
事業⼦会社A

東南アジア
事業⼦会社B

⽇本本社

東南アジア地域統括会社

「兄弟会社型」地域統括形態 「親⼦会社型」地域統括形態
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図表 2.3-4 地域統括会社に対して与えられる優遇税制の概要 
 

 
 一方で、人件費・賃料等の水準は東京・ニューヨークよりも高いことが、拠点を維持す

る上でのネックとなります。 
 
❐ タイ����� 前掲「第４回在シンガポール日系企業の地域統括機能に関するアンケ

ート調査」によれば、シンガポール法人の地域統括機能の一部の機能移管について、検討

又は既に移管していると回答した企業のうち８割の会社が候補地を「タイ」と回答していま

す。 
東南アジア諸国の中でもタイはシンガポールに次いで FTA の締結数が多く、自由貿易推

進への取組が熱心であるといわれています。タイ政府が国際地域統括本部（IHQ：International 

Headquaters）の誘致政策を積極的に進めており、外資規制の緩和や軽減税率といった恩典が

容易されていることもこの動きを後押ししているものと思われます。 

 
 
  

地域統括会社
（RHQ）

国際統括会社制度
（IHQ）

グローバル・トレーダー・
プログラム（GTP）

⾦融・財務センター
（FTC）

 シンガポール国外にある３か国以上の
拠点へサービス提供を⾏う会社が対象

 15%の軽減税率が適⽤

 RHQの適格要件を上回る⼤規模な統
括会社が対象

 5%⼜は10%の軽減税率が適⽤

 オフショア貿易活動の拠点として、経営
管理、投資・市場開拓、財務管理、物
流管理の機能を有する会社が対象

 特定商品のオフショア貿易による収益に
対して5%⼜は10%の軽減税率が適
⽤

 シンガポール国外の関連会社に⾦融財
務サービスを提供する会社が対象

 免税若しくは10%の軽減税率が適⽤

対象となる会社 特典の内容
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４ 海外事業からの EXIT の��ー� 

 

Q4-1：海外における株式上場 

現地企業との間で合弁会社を設立しました。事業も軌道に乗ってきており、ゆくゆくは

合弁会社の株式を上場し、東南アジア全域に合弁事業を拡大していこうと考えています。

東南アジアで株式上場を目指す場合、どの国の証券取引所が適しているでしょうか。 

4-1：海外における株式上場 
Answer  

 
 貴社の合弁事業が地場に根差したものであるなら、合弁会社の設立地の証券取引所も

もちろん候補となりますが、シンガポール証券取引所（SGX：Singapore Exchange）は、

規模も大きく、外国企業（シンガポール以外の国で設立された企業）の上場実績も豊富です。 

 合弁会社の株式を上場するにあたっては、「上場の時期」、「上場の規模」、「証券取引所」

等について合弁パートナーと認識を合わせておく必要があります。合弁会社を組成す

る前に株式上場が想定されているのであれば、合弁契約の中において、「株式上場が

EXIT の手段として視野に入っていること」や、上記各項目に関するスケジュール感に

ついても規定しておくのがよいと思われます。 

 
Note  

 
❐ 東南アジアの証券取引所 合弁会社が株式上場を果たせば、その株主である合弁当事者

は自己の株式を市場で売却しキャピタルゲインを確定させることができるようになります。

また、合弁会社も市場での資金調達が可能となり、事業を拡大するための資金力を身に着

けることができます。証券取引所は東南アジア各国に存在しますが、中でも ASEAN 経済

の中心地であるシンガポール証券取引所（SGX：Singapore Exchange）は規模も大きく（2016 年

１月現在の時価総額 600,551 百万 USD）、また、外国企業、すなわち、シンガポール以外の国に設

立された企業の上場実績も豊富です（2016 年１月現在の上場企業数 771 社のうち約 37%の 286 社が

外国企業）。 
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図表 2.4-1 東南アジアの証券取引所時価総額（2016 年１⽉現在） 
 
 証券取引所の名称 時価総額（＊１） 上場企業数（＊２）
１ Singapore Exchange（シンガポール） 600,551 771（286）
２ Bursa Malaysia（マレーシア） 388,963 902（010）
３ Indonesia Stock Exchange（インドネシア） 358,656 522（000）
４ Stock Exchange of Thailand（タイ） 356,495 640（000）
５ Philippine Stock Exchange（フィリピン） 224,642 265（003）
６ Hochiminh Stock Exchange（ベトナム） 49,134 307（000）
＊１：単位は百万 USD ＊２：括弧内は外国企業の数 （出典：World Federal Exchanges）

 
 貴社の合弁会社の事業内容が地場に根差したものであれば合弁会社の設立地の証券取引

所も候補となりますが、貴社は合弁会社の事業内容を ASEAN 全域へ展開していくことを

ご検討されているとのことですから、ASEAN 経済の中心地であるシンガポール証券取引所

も候補とされるとよいかと思われます。 
 なお、東南アジアに隣接する地域には、香港証券取引所（時価総額合計 2,808,049 百万 USD：

上場企業数 1,873社）、オーストラリア証券取引所（時価総額合計 1,095,746 百万USD：上場企業数 2,080

社）といった、より規模の大きな証券市場も存在しますので、こちらも併せて候補としてご

検討頂ければと思います。 
 
❐ 合弁��の��上場に�合弁パートナーとの�識合��が�要 合弁会社の株式上場

は、合弁事業にとっての一大イベントです。したがって、貴社のみならず、合弁パートナー

である現地企業と上場の条件や時期について認識をそろえておくことが必要です。合弁会社を

組成する前から株式上場が視野に入っているのであれば、合弁契約の中に上場に関する事項

を盛り込んでおくことが通常です。その内容としては、「株式上場を行う可能性があること」

や「その場合の証券取引所又はその決定方法」（例：「当事者が合意する証券取引所とすること」等）

に加え、「上場の時期」（例：「○○年までに株式上場を行う」等）や「上場の規模」（例：「○○USD

以下のバリュエーションで上場は行わない」等）といった事項が規定されます。 
もっとも、株式を上場できるかどうかは、会社の状況のみならず、市場状況といった契

約当事者にはコントロールできない要因にも左右されますので、上記のような条項は、当

事者に対して法的な義務を課すようなものとしてではなく、合弁契約締結時点における合

弁当事者間の共通認識を確認する程度のもの（上場に関する努力義務を課すに留まるもの）とし

て規定されることが多いように思われます。 
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Q4-2：撤退基準の策定方法 

海外進出を検討する場合には、予め撤退基準を策定しておくことが必要だと伺いました。

撤退基準はどのような指標を使って策定すればよいでしょうか。 

4-2：撤退基準の策定方法 
Answer  

 
 撤退基準は、売上や利益をメルクマールとし、例えば、「○○事業の累積売上を○年以

内に○○ドル以上とできなかった場合」や「○○事業の累積損失が○年後に○○ドル

以上となった場合」等の基準を策定することが考えられます。貴社の事業内容によっ

ては、「提携先数」や「顧客数」等その他の指標を用いることも考えられます。 

 さらに、「長期間にわたる暴動」や「内乱」といった会社側ではコントロールし得ない

リスクが顕在化した場合にも、撤退が必要となる場合があります。 

 撤退基準を策定する際は、当該基準を達成するための「期限」も併せて決めておくこ

とが必要です。 

 
Note  

 
❐ 撤退基準は現地パートナーと必ず共有する 日本企業が海外からの撤退時に直面する

様々な問題は（☞ 21 頁）、進出時点で撤退基準を明確化しておくことにより、ある程度、回避・

低減することが可能です。ところが、日本政策金融公庫が行った「中小企業の海外事業再編

に関するアンケート」（2015 年１月）によれば、撤退基準について「設定しなかった」とする

企業が 70.5%と高い割合を占めており、その重要性にもかかわらず、検討の対象から漏れてし

まっているのが実情です。 
撤退基準については自社でこれを策定することとともに、提携先・合弁パートナー等の現

地パートナーとの間で当該撤退基準を共有し、その内容について彼らとの間で合意を取得してお

くことが重要となります。貴社が基準に従って撤退を決めても、提携先や合弁パートナーが

これを許さなければ、スムースな撤退が実現できず、場合によってはこれらパートナーと

の間で紛争を生ずることになりかねません。なお、提携契約や合弁契約の中で撤退基準を

定めた場合には、「撤退の方法」についても合意しておく方がよいと思われます。このテー

マについては、次の Q4-3 をご参照下さい。 
 
❐ 撤退基準を明確化しつつ、現地に��を�える 既に述べたとおり、現地拠点の自律的

な組織運営、そしてスピーディな現地完結型の意思決定が、東南アジア進出成功の鍵の一つと

なります（☞ 17 頁）。現地拠点に対する大幅な権限の委譲に抵抗を感じる企業も少なくない

かもしれませんが、現地拠点をグループ内における一種の“出島”や“特区”と割り切る
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大胆さも求められます。その場合に重要となるのが、明確な撤退基準です。現地進出を担

当する海外担当者に思い切った事業戦略を展開させるためには、目標とその達成期間を明

確に定め、それを満たさない場合には潔く撤退を行うといったアレンジが有益となります。 
 

Q4-3：撤退方法 

海外拠点を設立し、５年間営業活動を行ってきましたが、現地ユーザには当社のサービ

スがなかなか浸透しないことがわかりました。リソースを今一度国内事業に集中するため

に、海外事業から撤退しようと思います。この場合、どのような手続を採ればよいのでし

ょうか。 

4-3：撤退方法 
Answer  

 
 撤退方法には、主に、①拠点となっている会社を解散し清算する方法、②現地の破産

手続に沿って会社を清算する方法、③M&A の手法に基づき拠点を第三者に売却する方

法、④会社そのものは存続させつつ、ヒト・モノ・カネといった会社の構成要素をカ

ラにし、事実上の休眠化を行う方法が挙げられます。 

 また、撤退そのものではありませんが、⑤現地の再生手続を活用し、会社の再起を図

るという選択肢も考えられます。 

 

Note  

 
❐ 本国本社の現地拠点に�する責任の有�を確認 まず、海外の現地拠点が日本の株式会

社のような「有限責任」の形態で設立されているかどうかを確認して下さい。現地拠点の“持

分”を有する本国本社が現地拠点の責任を無限に引き受けるような法形式で現地拠点が設

立されている場合（例：パートナーシップ等）、現地拠点を撤退しても、本国本社は現地拠点が

負っていた責任を引き続き負い続けることになるため、実質的な撤退にはなりません。 
現地拠点が有限責任の法形式で設立されていたとしても、各種契約等により、親会社で

ある本国本社が現地拠点の債務を“保証”することになっていないかも併せてご確認下さ

い。合弁契約やその他重要な取引契約、また、現地政府の許認可を取得する際に、このよ

うな保証が求められることがあります。 
 
❐ 海外事業からの撤退方法一� 海外事業から撤退する場合に、拠点となっている会社を

どのように処理するかが大きな問題となります。その主な方法としては、図表 2.4-2 に記載

する４つの方法が考えられます。これら撤退方法にはそれぞれ特徴があり、状況により使い分

けが必要です。第１章でご紹介した海外進出企業が撤退時に直面する課題の上位３者である
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「投資資金の回収」、「雇用関係の整理」、「取引先との調整」を視点に各手続を比較すると、

図表 2.4-2 のように整理できます（☞ 21 頁）。 
 

図表 2.4-2 主な撤退⽅法の⽐較 
 

 
❐ 会社の解散・清算�破産手続による清算 会社の清算・解散は、多くの場合、株主総会の

決議に基づき決定することができ（例：インドネシアでは議決権の４分の３の賛成）、これが認めら

れれば、会社財産のうち、取引先・金融機関等の会社債権者に対して弁済した残余（＝残余

財産）を株主で分配することができます。したがって、撤退基準を明確に定め、基準に従っ

た“適時撤退”を行うことにより、会社財産の流出を最小限に抑え、残余財産を分配する方

法によって投下資本の一部を回収することが可能となります（☞ 21 頁）。しかし、国によって、

会社を清算するための手続に数年を要する場合もあり、短期間で撤退が完了するとは限り

ません。会社債権者に対する債務を完済するまで、会社の代表者等は、会社債権者との協

議等に時間を割かれることになり、また、場合によっては出入国手続で不利益を受けるよ

うなこともあり得ます。 
これに対し、破産は、債務超過の状態にある会社が、現地の破産法制に従い裁判所の関与の

下で会社を清算するための手続であることから、投下資本の回収は困難です。なお、破産のよ

うに会社の清算に向けた手続とは別に、「再生手続」（リハビリテーション：rehabilitation）とい

う、会社の再起に向けた手続が用意されている場合もあります。 
 
❐ M&A による会社売却 図表 2.4-2 からも分かるとおり、撤退時の課題を最小化する撤退

方法が、M&A による会社売却による方法です。これは、株式等の持分を第三者に対して売却

することにより行われます。もちろんケースバイケースではありますが、譲受人である第

会社の解散・清算

破産⼿続による清算

M&Aによる会社売却

事実上の休眠化

1

2

3

4

全員を解雇

全員を解雇

⻑期的には
全員を解雇

雇⽤関係の整理 取引先との調整

困難

可能性あり

やや困難

投資資⾦の回収

場合により可能

雇⽤を維持

本社に取引関係を
移転できれば継続可能

本社に取引関係を
移転できれば継続可能

本社に取引関係を
移転できれば継続可能

取引関係は買主側
に移転される
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三者への譲渡代金が十分なものであれば投下資本を回収することも可能であり、譲受人が

従業員の雇用継続や取引先との関係維持を約束してくれれば、これら利害関係人へのネガ

ティブな影響も最小化することができます。 
なお、海外拠点が合弁会社である場合、自己の持分を、第三者ではなく、合弁パートナーに

対して売却するという方法が取られることもあります。このような合弁当事者間の持分譲渡

が合弁会社組成時点で予め想定されているのであれば、合弁契約の中に、「どのような場合

に自己の持分を相手方に対して売却できるのか（売却しなければならないのか）」、「その場合の

売却条件（例：譲渡価額）はどのように決定するか」等の事項を盛り込んでおくのが通常です。 
 
❐ ���の休眠化 事業の実態を空洞化し会社の形式のみを存続させる「休眠化」といっ

た方法が取られることもあります。会社の解散・清算といった正規の手続を経ない撤退方

法であることから「非正規撤退」や「夜逃げ」等と呼ばれたりもします。しかし、現地従

業員を雇用している場合はその解雇手続が必要となり、解雇補償や未払給与の支払を怠っ

たまま撤退すれば、会社のレピュテーションは著しく毀損され、その後の再進出は絶望的

なものとなります。また、事業の実態が存在しないことが当局に判明した場合には、与え

られた各種許認可が取り消されたり、減税等の各種優遇措置がさかのぼって取り消された

りする（＝優遇相当額の金銭の返還を求められる）こともあり得ます。また、会社の形式が存続

する以上、各種課税の対象となり得ます。会社の解散・清算や破産手続といった正規の手続を

踏まない撤退方法は、かえって金銭的なコストやその他の負担を増大させ、また、会社に想定外

のリスクを生じさせる可能性があります。 
 
❐ 国に�って雇���の��の��が大きく異なる M&A による会社売却以外の手続に

より撤退を行う場合、従業員の解雇が必要となりますが、解雇規制は国ごとに大きく異なると

いう点に注意が必要です。例えば、シンガポールにおいては、従業員解雇のための正当事

由が要求されていませんが、東南アジアのその他の国々においては解雇の正当事由が要求

されるのが通常であり、事業者側に日本と同等かそれ以上のハードルが課せられます（例：

インドネシアにおいては、解雇の正当事由に加えて、労働関係裁判所の許可も必要）。 
また、たとえ解雇手続が適法なものであっても、現地従業員が補償内容に納得しない場

合には、現地に派遣されている日本人担当者の身体に危険が及ぶ可能性があります。従業

員を解雇するにあたっては、法律上要求される条件に加え、実務一般で必要となる相場観

を前提として、必要な手続やコストを検討しなければなりません。 
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タイ
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インドネシア

シンガポール
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ブルネイ

フィリピン
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① 海外進出・拡大戦略の立案支援

【主な提供サービス】

【グループ概要】

会社名 株式会社 経営共創基盤

代表パートナー 冨山 和彦　代表取締役CEO
村岡 隆史　代表取締役マネージングディレクター

従業員数 プロフェッショナル 約 180名（グループ合計 約 4,000 名）

資本金 57億円

主な出資先 池貝／KKBOX／ SPOT／ユニフィニティー／ nCore Communications ／
KPI ソリューションズ

連結子会社

Industrial Growth Platform Pte. Ltd.（シンガポール）
益基譜管理諮詢（上海）有限公司
（株）みちのりホールディングス
　　（岩手県北自動車・福島交通・会津乗合自動車・関東自動車・東野交通・茨城交通・
　　 湘南モノレール・みちのりトラベルジャパン）
（株）IGPI ビジネスアナリティクス&インテリジェンス
（株）IGPI コンセッション

優先株主

伊藤忠商事株式会社／ウシオ電機株式会社／エヌ・イー ケムキャット株式会社／
オリックス株式会社／株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス／住友商事株式会社／
大和証券株式会社／テマセック・ホールディングス（注1）／東京海上日動火災保険株式会社／
株式会社東邦銀行／野村ホールディングス株式会社／富士ソフト株式会社／
株式会社三井住友銀行／株式会社三菱東京UFJ 銀行／株式会社横浜銀行／
株式会社リクルートホールディングス／株式会社りそな銀行／株式会社ワールド　他 5社　
（注1）100%子会社を通じた出資

・現地企業及び消費者からの一次情報をスピーディに収集
・東南アジアの競争環境及び自社のケイパビリティに照らした
　実行可能性の高い戦略をご提案

② ローカル・パートナーとの提携支援

・独自のネットワークを生かし最適なローカル・パートナーを選定
・ローカル・パートナーのデュー・デリジェンス、提携／買収
　スキームの検討、交渉もご支援

③ 海外拠点のマネジメント／ガバナンス体制構築支援

・将来の拡大戦略を見据えた本国／現地の役割分担をご提案
・現地の迅速な意思決定を実現するための、現地人材の採用／
　インセンティブ設計、その他ローカルマネジメント体制構築
　のご支援

④ 海外拠点の自律的組織構築支援

・リ・ブランディングと業務改革による現地スタッフの自律性
　の育成
・ES（従業員満足度）とCS（顧客満足度）を同時に高めるこ
　とができる自律的組織の構築をご支援

⑤ 海外リスク・マネジメントの体制構築支援

・各社事業の特殊性を考慮したリスク項目の洗出しをご支援
・当該リスクを適切にコントロールするためのPDCAサイクル
　の設計及びそのモニタリングをご支援

⑥ 再進出も見据えたスムースな撤退支援

・各社事業に合わせたテーラーメイド型KPIの設計、有事を見
　据えた撤退基準・撤退シナリオの策定をご支援
・再進出を可能とするスムースな現地撤退のご支援



50 Raffles Place, Singapore Land Tower Level 30, 
Singapore 048623
Te l : +65-6637-8834

Mail : info_singapore@igpi.co.jp

http://www.igpi.co.jp

Industrial Growth Platform Pte. Ltd.
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