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リーガル・アップデート 2015 年 

改正投資法と改正企業法 

2005年の共通投資法及び統一企業法の導入は、ベトナムの法体系の発展上重要な一歩となり、投資家の

ベトナムへの関心を高め、ベトナムにおける事業活動を強化しまし た。これら2つの法律の導入をもっ

て、ベトナムで行われてきた20年近い経済改革の中で初めて、投資家及び様々なセクターで営まれる事

業に適用される統一された企業に関する法的枠組みが提示された。 

しかし、施行からほぼ10年経ったところで、現行の実務から、事業環境の透明性及び平等を確保するため

に、ベトナムにおける投資及び企業を規制する法律文書を変容させる必要性が浮き彫りになってきまし

た。この必要性に対応するため、ベトナム国会は、2014年11月26日付改正投資法（第67/2014/QH13号）

（改正投資法）及び改正企業法（第68/2014/QH13号）（改正企業法）を可決しました。改正法は、2015年7

月1日から施行されます。  

投資法 

改正投資法の主な目的は、ベトナムの投資環境を質及び効率の点でさらに向上させることであり、これ

によって2011年から2020年までの国家の社会経済開発戦略に定められた優先事項に合致した投資を呼び

込むのである。改正投資法の特筆すべき規定を以下に記載する。 

外国投資家 

改正投資法には、外国投資家（外国投資家）に関するより明確な解釈が規定されている。さらに、改正

投資法には、「外国投資家」という用語と「非内国経済組織」という用語（2005年11月29日にベトナム

国会で可決された共通投資法（第59/2005/QH11号）（現行投資法）に規定されしばしば曖昧に用いられ

ている「外資系企業」という用語に取って代わる用語）の徹底した明確な使い分けが見られる。 

改正投資法では、外国投資家は、外国の国籍を有する個人又は外国の法令に基づいて設立された組織で

ベトナムにおいて経営投資活動を実施するものと定義されている。 

外国所有企業 

改正投資法では、非内国経済組織又は外国所有企業（外国所有企業）は、外国投資家である社員又は株

主がいる組織をいうものとして広く定義されている。 

外国投資家及び外国所有企業の定義に加え、改正投資法には、過半数が外国資本の外国所有企業（51%
外国所有企業）の概念が導入されており、51%外国所有企業には外国投資家に適用される投資条件と同

じ投資条件が課される。特に、以下のいずれかの外国所有企業は、51%外国所有企業とみなされる。 

(i) 外国投資家が定款資本の51%以上を保有する外国所有企業（外国支配組織） 
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(ii) 外国支配組織が定款資本の51%以上を保有する外国所有企業 

(iii) 外国投資家及び外国支配組織が定款資本の51%以上を保有する外国所有企業 

投資優遇措置 

優遇措置を享受する権利が付与される分野又は地域に該当するプロジェクトのほか、改正投資法では、以

下の追加プロジェクトにも様々な投資優遇措置を享受する権利が付与される。 

(i) 6兆ドン（約2億7800万米ドル）以上の資本規模のプロジェクトで、投資登録証明書（投資登録証
明書）の発給を受けた日又は投資方針の決定（下記「投資方針の決定」に論じる。）の日から3年以内に

出資されるもの 

(ii) 農村地帯において500人以上の労働者を使用するプロジェクト 

(iii) ハイテク企業、科学技術企業及び科学技術組織 

投資条件及び投資分野 

改正投資法下では、内国投資家が行う投資活動に比べると、外国投資家及び／又は51%外国所有企業が行

う投資活動には条件付投資分野に該当する追加条件が適用されている。同法には、条件付投資分野267種
が整理され纏められた一覧が提供されており、ベトナム国会のみがこれを適宜修正することができる。 

2015年7月1日から、条件付投資分野のプロジェクトに課される条件は、関連法令、命令及び国際条約に

よって律されるが、現行法規に基づく場合のように他の種類の法的文書によって律されることはない。

よって、いずれの省、人民委員会その他の認可当局も、条件付投資分野の投資プロジェクトに適用する独

自の条件を定めた法的文書を発行することはできない。 

2015年7月1日より前に導入された法的文書に定められた投資条件で、改正投資法に沿わないものは、

2015年7月1日以降は無効となることに留意されたい。 

投資保証 

改正投資法下では、政府から付与される投資保証の範囲は、現行投資法下よりも限られている。特に、現

在、政府はローンの保証、原材料の供給、製品の販売、プロジェクトに対する他の契約上の義務に関する

支払及び履行の保証の提供を検討する可能性がある。改正投資法によれば、首相が、国会及び／又は首相

による投資方針の決定に従う投資プロジェクト並びに他の重要なインフラ開発投資プロジェクトに参画す

る国家機関及び／又は国有企業の契約上の義務の履行に関する保証の提供を決定することができる。 

投資の形式 

改正投資法には以下のような投資形式の分類がある。 

(i) プロジェクトを展開するための経済組織（法人等）の設立 

(ii) 経済組織への出資、経済組織の株式又は持分の購入 

(iii) 契約（PPP契約、BCC契約等）による投資 

投資登録証明書（Investment Registration Certificate：IRC） 

改正投資法に基づき、経済組織を設立する形式の投資において外国投資家は以下の2段階の許可手続を行

わねばならない。 

(i) 外国所有企業ではなく外国投資家自身へ発給される投資登録証明書を取得するための申請 

(ii) 外国所有企業のための企業登記証明書の取得による企業設立の登録 

以下のプロジェクトにおいて投資家は投資登録証明書を取得せねばならない。 

(i) 外国投資家の投資プロジェクト 
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(ii) 51%外国所有企業の投資プロジェクト 

完全には明らでないが、M&A取引を行う外国投資家は投資登録証明書を必要としないと思われる。但

し、投資家（外国投資家及び内国投資家を含む。）はなお関連当局へ買収を行ったことを、(i)かかる買

収により対象経済組織におけるかかる投資家の保有率が51%以上になる場合又は(ii)対象経済組織が外国

投資家に適用される条件付きセクターに従事している場合、登録せねばならない。 

現行投資法に基づく投資証明書（投資証明書：IC）と比べて、投資登録証明書（IRC）の取得のための

申請書類に重大な変更はないが、投資登録証明書発給の法定期間はとても短くなっている。特に、改正

投資法下では完成された申請書類の提出から15日以内に投資登録証明書が発給されることになってお

り、これに対して現行投資法下では45日以内に投資証明書が発給されることになっている。 

投資方針の決定 

改正投資法には、特定の重要なプロジェクトに関して実際に長年適用されてきた「投資方針の決定」取

得の手続（投資方針の決定）についてより詳細に規定されている。投資方針の決定は、投資登録証明書

及び企業登記証明書の発給申請を提出する前に取得せねばならない。投資方針の決定に関する要件は、

現行投資法に規定されている投資証明書の発給のための投資審査に取って代わるものである。 

投資プロジェクトの規模と性質によって、国会、首相及び省級人民委員会といった授権者が投資方針の

決定を発する権利を有する。 

投資プロジェクトの期間 

現行投資法で定められている外資系投資プロジェクトの活動期間は50年までだが、政府の承認を得られ

れば70年まで延長することが可能である。改正投資法では、投資プロジェクトの活動期間が、経済区の

ものに関しては70年まで拡大され、経済区外のものに関しては50年までとなる。改正投資法下では、

かかる活動期間が国内のプロジェクトと外国のプロジェクトの両方に適用されることに留意されたい。 

プロジェクト実施のための預託 

投資家は、国家から土地の交付又は賃貸を受けた投資プロジェクトの実施を担保するため、預託をしな

ければならない場合がある。預託額は、投資資本総額の1%～3%である。これについて詳細に指導する

規則が追って政府から発行される。 

紛争解決 

現行投資法下では、外国所有企業は、紛争を解決するために外国仲裁及び／又は国際仲裁を選択するこ

とに同意することができる。しかし、改正投資法下では、外国投資家又は51%外国所有企業のみが、そ

の「経営投資」に関連する紛争を解決するために外国仲裁及び／又は国際仲裁を選択することに同意す

ることができる。 

なお、「経営投資」とは、改正投資法において、「経済組織の設立により事業を行うための資本の投

入、経済組織への出資、経済組織の株式又は持分の購入による資本の投入、契約又は投資プロジェクト

を実施する方式による資本の投入」と定義されている。 

経過条項 

改正投資法には、特に、2015年7月1日より前に投資証明書の発給を受けた投資家は、新しい投資登録

証明書の申請を要さず、当該投資証明書に従って引き続き自らの投資プロジェクトを実施することがで

きる旨が規定されている。但し、投資家は、関連する認可当局に対し、自らの投資証明書に代わる投資

登録証明書の発給を求める権利（義務ではない）を有する。しかし、新しい投資登録証明書が発給され

る場合、外国所有企業が改正企業法に従って新しい企業登記証明書をもって自らの活動を再登録する必

要があるか否かはなお不明瞭である。 

これについて指導する規則が、改正投資法が有効となる2015年7月1日までに発行されることが期待さ

れる。 
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企業法 

改正企業法は、企業をベトナムで事業を営む投資家にとって最も便宜がよく魅力的な手段にするという

立法者の要望を裏付けている。組織機構に関して、改正企業法では、現行の統一企業法（現行企業法）

のバックボーンが維持されつつ、100条以上が新たに追加されている。ベトナムで設立及び運営される

企業にとって有利かつ透明な条件をもたらすために綿密な企画が行われてきた。以下は改正企業法によ

りもたらされる主要な変更点である。 

外国投資家の保有割合 

改正企業法に基づき、外国投資家の保有割合に関する新たな定義が追加された。そのため、外国投資家

の株式又は持分の保有割合とは、ベトナム企業における外国投資家全員の議決権付き資本（従前理解さ

れていた定款資本ではい。）の総保有割合をいう。 

業種及び事業の条件 

2013年ベトナム社会主義共和国憲法第33条に従い、改正企業法では「企業は、法律で禁じられていな

い業種を自由に営むことを認められる」旨が強調されている。企業の登録業種は、旧法に基づく場合の

ようにその企業登記証明書に記載されることはないが、国家企業登記ポータルに記載され、登録業種に

変更がある場合は更新される。 

改正企業法が、投資家に適用される禁止業種一覧及び条件付き業種一覧を導入していることに留意すべ

きである。該当する条件が、国家の防衛と治安、社会の秩序と安全、ベトナムの慣習と伝統、並びに共

同体の健康と環境を守るためのものである場合、政府は、条件付き業種の発表を指導し、条件付き業種

を管理する。 

企業登記 

法定資本及び業務証明書 

ベトナムで企業を設立する個人／組織の負担の軽減を試みるため、改正企業法では、登記段階における

法定資本の充足を証明する文書及び業務証明書の提出要件が除去されている。しかし、関連当局は、か

かる個人／組織がベトナムで企業を設立し管理することを禁止されていないことの証拠としてかかる個

人／組織の犯罪経歴を要求する権利を有しており、これを要求することができる。ベトナムで企業を設

立し管理することを禁止されている個人／組織とは、主に、国家部門の者及び市民としての能力に制限

等が課されている者（国家公務員、職業軍人等）であることには留意しておく価値がある。 

企業の外国語による名称及び企業の略称 

改正企業法に基づき、企業の外国語による名称は、ベトナム語の名称をいずれかのラテン文字系統の外

国語に翻訳した名称に制限される。外国語に翻訳する際は、企業の固有の名称を維持すること又は外国

語における相当する意味に従って翻訳することができる。企業の略称は、ベトナム語の名称又は外国語

による名称を略記したものにすることができる。 

企業登記証明書及び投資登録証明書 

改正企業法により、外国投資家は、ベトナムにおける企業の設立申請をする前に投資登録証明書を取得

することが義務付けられる。（投資登録証明書に関する詳細は上記「投資登録証明書」を参照のこ

と。） 

企業登記の内容変更の登記／通知 

ベトナムを拠点とする企業は、企業登記証明書の内容を変更する場合は関連当局で登記せねばならない

が、企業登記証明書に記録されていない内容（特に、登記した業種、発起株主及び外国株主（上場会社

を除く。））を変更する場合は関連当局へ通知のみすればよい。 
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知的財産による出資 

改正企業法には、知的財産の合法的な所有者のみがベトナムで企業を設立するために当該財産を出資す

ることができる旨が定められている。追加の指導規則によるが、許諾協定を通じて知的財産を「所有す

る」者に対してベトナムで企業を設立するためにかかる財産を出資する権利が付与される可能性は低

い。 

企業の印章 

現行企業法では、企業が印章を1個だけ有することが認められており、その印章は、法律により定めら

れた特定の内容を含む特定の形式で、かつ、関連警察署から印鑑登録証明書が発行されたものなければ

ならない。改正企業法の方が、企業が保有することができる印章の数量及びその内容に関する柔軟性が

高い。特に、企業には、定款に詳細を規定することを条件に、印章の数量、形式及び内容を決定する権

利が付与されている。また、企業は、印章を使用する前に、国家企業登記ポータル上で公表するために

経営登記機関に印章の印影を通知する責任を負わされる。 

企業の法定代表者及び委任代表者 

改正企業法に見られる大きな変更の一つに、有限責任会社及び株式会社が一人又は複数人の法定代表者

を有する権利がある。そのような場合、会社の定款に法定代表者の人数及び管理職を定めねばならず、

会社はこれを関連する経営登記機関に登記せねばならない。さらに、企業は、少なくとも一人のベトナ

ムに居住する法定代表者を確保せねばならない。 

改正企業法においても引き続き企業が定款に組織である社員／株主の委任代表者の人数を定めることが

認められている。定款に委任代表者についての言及がない場合、社員／株主が以下に従って自らの委任

代表者を任命する。 

(i) 二人以上社員有限責任会社の社員で少なくとも定款資本の35%を保有する組織は、最大3人の委

任代表者を社員総会に出席させることができる。 

(ii) 株式会社の株主で少なくとも普通株式総数の10%を保有する組織は、最大3人の委任代表者を株主総

会に出席させることができる。 

有限責任会社の出資期間 

現行企業法の実施に関する2010年10月1日付政令第102/2010/ND-CP号（政令102）には、有限責任会社

の各社員による出資期間は会社設立日から36か月間と規定されているが、改正企業法では、この期間

が、株式会社の株主に課される同様の要件との一貫性を保つために、企業登記証明書が発給された日か

ら90日間と短縮されている。現行企業法とは異なり、改正企業法には、社員が全額出資することができ

なかった又は期間内に出資を行わなかった場合、出資割合に応じた社員の具体的な権利及び義務に関す

る規則がある。 

特に、企業登記証明書が発給された日から90日の期間中、二人以上社員有限責任会社（LLC2）の社員

は、出資を誓約した持分の割合に相応する権利及び義務を有する。かかる90日間が過ぎた後、誓約した

資本金を完全に出資しない社員がいる場合、LLC2は、60日以内に定款資本及び／又は出資の持分割合

を変更することができる。かかる変更が行われるまでの間（すなわち60日以内）、不履行社員は、自ら

が実際に出資した分に対応する権利を有し、自らが誓約した出資持分に対応する会社の義務について責

任を負う。 

90日の期間は、一人社員有限責任会社（LLC1）の社員／所有者にも適用される。しかし、LLC1には、

所有者が誓約した出資を行わなかった場合に実際に行われた出資との一貫性を保つために定款資本を変

更する期間が30日しかない。かかる変更が行われるまでの間（すなわち30日以内）、所有者は自らが

誓約した出資持分に対応する会社の義務について責任を負う。全額出資が行われなかった又は期間内に

出資が行われなかったことによりLLC1に財務義務、損失又は損害が生じた場合、所有者は、登記され

た定款資本の金額を上限に、会社の義務について責任を負う。 
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合併 

現行企業法では、同一の投資形態を有する企業間の合併のみが認められている。改正企業法では、どの

ような法人形態の企業同士でも合併することができるように、企業の合併が認められる範囲が拡大され

ている。改正企業法では、ベトナムで事業を営む企業が企業を同一の企業形態に転換する必要なく合併

を行える機会が多く提供されている。 

会合及び投票の定足数 

改正企業法では、LLC2の社員総会の招集の定足数が定款資本の少なくとも75%から65%に、株主総会

の招集の定足数が定款資本の少なくとも65%から51%に引き下げられている。社員が組織であるLLC1
の定足数は、社員総会の構成員総数の3分の2である。 

改正企業法では、LLC2に、定款に社員総会の決議の採択に必要な具体的な定足数を定める裁量が与え

られている。定款にかかる定足数への言及がない場合、LLC2の社員総会の決議は、特定の決定の場合

は会合に出席する社員の持分総額の少なくとも75%をもって採択され、それ以外の決定の場合は会合に

出席する社員の持分総額の少なくとも65％をもって採択される。 

株主総会の決議の採択に必要な定足数は、特定の決定の場合は会合に出席する株主の持分総額の少なく

とも65%、それ以外の決定の場合は会合に出席する株主の持分総額の少なくとも51%である。 

社員が組織であるLLC1の社員総会の決議の採択に必要な定足数は、単純多数である。 

管理組織機構 

二人以上社員有限責任会社 

改正企業法には、社員総会、会長及び社長／総社長から成る機構のみが規定されている。11人以上の社

員を有するLLC2は、監査役会を設置せねばならない。 

一人社員有限責任会社 

改正企業法には、LLC1に異なる管理組織機構をあてがった具体的な大要が規定されている。社員／所

有者が組織であるLLC1は、(i)会長、社長／総社長及び監査役から成る機構、又は(ii)社員総会、社長／

総社長及び監査役から成る機構のいずれかを選択することができる。しかし、社員／所有者が個人であ

るLLC1は、会長及び社長／総社長から成る機構しか有することができない。 

株式会社 

改正企業法には、証券法に異なる規定がある場合を除き、普通の構成である株主総会、取締役会、社長

（又は総社長）及び監査役会（11名以上の個人株主がいる又は会社の総株式の50%以上を所有する法人

がいる会社に適用される。）を備えた現行の株式会社の管理組織機構のほか、どのような株式会社でも

用いることができるもう一つの機構が導入されている。 

この新しい機構により、取締役の20%以上が独立取締役であり、かつ、取締役会に直属する内部会計監

査委員会がある場合は監査役会を設置しなくてよくなる。独立取締役は、会社の運営管理を監察せねば

ならない。 

しかし、改正企業法には、取締役会の独立取締役又は取締役会に直属する内部会計監査委員会について

それ以上の規定はない。 

累積投票 

現行企業法下では、取締役及び監査役を選任するための投票は、累積投票によって行わねばならず、各

株主は、保有する株式総数に選任される取締役又は監査役の数を乗じた議決票総数を有し、また、自己

の票の総数の全部又は一部を一人又は複数の候補者に累積する権利を有する。 
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しかし、改正企業法下では、累積投票は選択肢の一つに過ぎず、株式会社は定款に他の形式の投票を盛

り込むことができる。 

個別引受募集 

改正企業法には、以下のいずれかの方法で株式会社の引受募集を行うことができると明示的に規定され

ている。 

現在の株主に対する引受募集 

公募 

株式の個別引受募集 

上場株式会社及び大衆株式会社の公募及び株式の引受募集は、証券法の規定に従って行わねばならな

い。 

改正企業法で導入されたのは、非大衆株式会社に適用される株式の個別引受募集及び現在の株主に対す

る引受募集に関する別個の手続だけである。 

非大衆株式会社の個別引受募集に関して、改正企業法では、会社に経営登記機関へ株式の個別引受募集

の通知を送付した日から5営業日以内に同機関から反対意見がない場合に株式の発行を許可することに

より、登記の負担が明白に軽減されている。 
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