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第４章 ミャンマーにおける事業展開 
 

4.1 ミャンマーにおける事業運営 
 

4.1.1 事業組織の登記 
 
 ミャンマーでは、次のいずれかのビジネス形態にて事業を行うことができる。 

1. パートナーシップ 

2. 有限責任株式会社（合弁企業、現地企業、外国企業等） 

3. 外国企業の支店または駐在員事務所 

4. 非営利団体 
 
 
(1) パートナーシップ 

 個人による集団は事業遂行の目的でパートナーシップを締結することができる。 

パートナーシップの権利および義務は、パートナー間の合意、ならびにパートナー

シップ法1932年にもとづく。同法に従い、パートナー数は最大20名までとする。

パートナーシップ企業は登記制であるが、登記は強制ではない。 

 ミャンマーで設立される全てのパートナーシップは無限責任とする。期限につい

ての規定が存在しないことから、パートナーシップはパートナー全員がそれを望ん

だ場合は、解散する。 

 
(2) 有限責任株式会社 

 有限責任株式会社には、登記が必要である。外国企業の場合、ミャンマーで事業 

展開する最も通常の方法は、有限責任株式会社を設立する方法である。このような

会社には、ミャンマーで登記した外国企業や、ミャンマー国外で設立した支店また

は駐在員事務所がある。外国人パートナーが株式1株を保有している場合は、その

企業は外国企業と定義され、認可および登記の適用および取得が義務付けられる。 
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企業には、主に次の2種類がある。非公開有限責任会社と公開有限責任会社  

である。 

- 非公開有限責任会社は、株式の譲渡は制限されており、株主数は最小2名

から最大50名までに限定される。 

- 公開有限責任会社では、株主数は最小7名必要となる。 

- ミャンマー会社法第27A項に従い、外国企業は、全額出資または合弁企業

および支店／駐在員事務所を問わず、認可の取得および登記が     

義務付けられる。 

- 特別会社法1950年に従い設立された政府保有株式を伴う合弁企業は、 

登記が免除される。 

- 企業は、登記後、事業開始のための営業認可証の申請が必要である。 

- 有限責任会社の準拠法は、ミャンマー会社法1914年である。国家が株式

として出資する企業は、特別会社法1950年およびミャンマー会社法1914

年にもとづく登記が必要である。 

- 一般的に最低資本金はない。ただし、銀行、保険会社およびあらゆる事業

の外国企業および支店については最低資本金が規定される。外国企業  

および支店の場合、最低資本金は、以下の通りである。 

(i) 製造業、ホテル、建設業の場合  150,000米ドル 

(ii) サービス業、旅行会社、銀行の駐在員事務所、 

保険会社の駐在員事務所の場合   50,000米ドル 
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4.1.2 登記に必要な書類 

 許可証の申込みには、以下の書類が必要である。 

(1)  ミャンマー会社法 施行細則1957年のフォームA 

（Myanmar Companies Regulation 1957） 

(2) 基本定款および附属定款（コピー） 

(3)  適切に回答した質問状 

(4) 遂行予定の事業活動 

(5) 事業開始年度の支出予定 

(6) 企業／個人の財務上の信頼性 

(7)  取締役会の決議（出資者が企業の場合） 

(8) 製造業、ホテル、建設業の場合は、ミャンマー投資委員会（MIC）の 

許可証・決定のコピー 

(9)  保証書（ある株主／取締役が他社の取締役会メンバー／取締役か否かについての供述） 

(10) 貿易活動を行っていないという保証書 

(11) 各株主および取締役のパスポートのコピーまたは国民登記証明書（NRC） 

コピー 
 
 外国支店／駐在員事務所の場合、上記に記載した書類以外に、以下の提出が   

求められる。 

(1) 企業の基本定款および附属定款の代わりに、本社の基本定款および附属 

定款、あるいは企業を構成する、または企業の構成を定義する設立許可証、

制定法、またはそれ以外の証書で、同社が設立された当該国でミャンマー

大使館が認証・領事認証を適切に行ったもの。 

(2) 過去２事業年のアニュアルレポート、あるいは過去２事業年の本社の  

貸借対照表、損益計算書のコピーである場合は、同社が設立された当該国

でミャンマー大使館が認証・領事認証を適切に行ったもの。 

(3) 基本定款および附属定款の原本、ならびにその他の関連文書が英語で  

表記されていない場合は、翻訳証明書 
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 登記を申し込む際には、以下の書類が必要である。 

(1) 適切に押印され、ミャンマー語および英語の両方で印刷された 
基本定款および附属定款 ２部 

(2) 登記申告書 
(3) 公式な法律的書類の申告書 
(4) 登記事務所の状況申告書 
(5) 適切な翻訳者による翻訳証明書 
(6) 取締役リスト 
(7) ミャンマーで当該企業の代わりに令状の送達・通知を受けることを 

授権された者（ある外国企業の支店等）のリスト 
(8) 製造、ホテル、建設業の場合、ミャンマー投資委員会の許可証・決定の 

コピー 
(9)  各株主および取締役のパスポートのコピーまたは国民登記証明書（NRC） 

コピー 
(10) 貿易活動を行っていないという保証書 

 
 公開会社の場合は、事業開始前に、以下の追加書類の提出が義務付けられている。 

(1) 取締役となる者のリスト 

(2) 取締役となることを同意している者のリスト 

(3) 株式引き受け同意書（Agreement to take qualification shares） 

 
4.1.3 企業の法的要件 

 ミャンマー会社法1914年に従い企業が従うべき法的要件は、以下の通りである。 

(i)  社名 

社名は登記事務所、およびあらゆる事業所の外側に記載または貼付する 

ものとする。同社の社印に判読可能な文字で刻印し、全てのレターヘッド、

通知書、広告、およびその他の正式な発行物において言及することが  

義務付けられている。 

(ii) 登記事務所 

全ての企業は、一切の通信文および通知の宛先となる登記事務所を  

ミャンマー国内に構えることが義務付けられている。登記事務所の当初の

状況についての通知書は、会社設立に関する書類を届け出る際に、これを

国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA）に提出する。 
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その後、住所が変更となった場合、変更から28日以内にこれをDICAに 

通知することが義務付けられている。 

(iii) 取締役 

全ての民間企業は、取締役2名以上を置くことが義務付けられている。  

公開企業は、取締役7名以上が必要である。債務未返済者は、取締役に 

就任する資格がない。取締役、マネジャー、経営代理人についての詳細の

申告および変更は、任命または変更から14日以内にDICAに通知すること

が義務付けられている。 

(iv) 株式の配分 

全ての企業は、株式配分を行った場合は、配分日から1ヵ月以内にそれを

DICAに通知する。 

(v) 年次総会 

全ての企業は、その株主に監査済み会計書類を提示するため、毎暦年1回、

年次総会の開催を義務付けられる。新設企業は設立から18ヵ月以内に初回

の年次総会を開催しなくてはならない。以後、年次総会は毎暦年1回、 

最後の総会から15ヵ月以内に開催する。監査済み会計書類が作成された 

事業年の日から、年次総会の開催日までの間は9ヵ月を超えてはならない。 

全ての企業は、年次総会から21日以内に年次報告書の提出が義務付けられ

る。年次報告書には、監査済みの年次会計書類を盛り込むものとする。 

(vi) 臨時・特別決議 

全ての企業は、臨時・特別決議から15日以内に、そのコピーを   

DICAに提出するものとする。 

(vii) 明細書、帳簿類、会計書類 

全ての企業は、適切な帳簿類を備え置くものとし、同社の登記事務所にて 

これを保管するものとする。 

(viii) 違反した場合 

同社およびその事務所が法律に違反した場合は、罰金を支払う義務がある。 
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4.1.4 質問状 
質問状 

（ミャンマーで設立された外国企業） 

ミャンマー会社法第27A項およびミャンマー会社法1957年施行細則に従った  

「営業許可証（Permit to Trade）」の発行／更新の申請を評価する。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. 社名 
B. 住所 
C. 旧会社 - 営業中 

 - 清算中 
D. 設立予定の新会社 

連続

番号 詳細 
MICの評価 

備考 
完全 不完全 

 MMK（百万ミャンマー・チャット）    

1.0 財務状況 
（事業運営を行っている会社の場合） 

  
 
 
 

 1.1 資本 

授権資本 ............... ................ 
(i) 

発行済み・払込資本金 
(ii) ............... ................. 

自己資本 

(iii) ............... ................. 
発行済み・払込資本金         .................  
................. 

 準備金・利益剰余金 
...............   .................  
資本金合計     .............. ................. 

 

 
1.2 

Q. (i) 発行済み・払込資本金は強固か？ 

 
A . ...............................................................  
 
Q . (ii) 自己資本は強固か？ 
A . ............................................................  

財務状況の変化 
運転資金の増減 
 
Q . 運転資金は改善しているか？ 
A .............................................................. 
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1.3 収入/支出等における傾向 

総収入 ............... 

営業支出 ............... 

粗利益 ............... 

その他の収入 ............... 
 
管理費 ............... 
 
営業外費用 ............... 

課税 ............... 

税引き後純利益 ............... 

   

2.0 財務諸表の表示 
（ミャンマー会社法に従って届け出た 
 財務諸表にもとづく） 

（事業運営を行っている会社の場合） 

   

2.1 Q. 財務諸表は資格を有する会計士の監査を 

受けているか？ それは誰によってか？ 
A. .......................................................................... 

   

2.2 Q. 帳簿類はミャンマー会社法第130項に従って 

維持され、監査人により認定されているか？ 
A. .......................................................................... 

   

2.3 Q. 持ち株会社の場合は、貸借対照表には第132A 

項が要求する子会社についての詳細事項が  

盛り込まれているか？ 
A. .......................................................................... 

   

3.0 会計基準 
（事業運営を行っている会社の場合） 

   

3.1 Q. ミャンマー国内への売上は、本会社に代わり 

外国の親会社が請け負っているか？  
A. .......................................................................... 

   

3.2 Q. こうした売上は全て本会社または外国の 

親会社が請求書を発行しているか？ 
A. .......................................................................... 

   

3.3 Q. 本会社は、それが請け負った売上について、 
親会社からどのような形態で報酬を支払われ

ているか？（3.1） 

(i) 管理報酬 

(ii) 管理手数料 

(iii) 監督報酬 

(iv) 手数料 
A. .......................................................................... 

   



 

43 

3.4 Q. 上記の支払い義務のある料金は物理的に 
ミャンマーへ送金されるか？ 

A. .......................................................................... 

   

3.5 Q. 親会社が監督、管理、その他の支払いを現地 
企業から受けることになっている場合、その

支払いまたは調整はどのように行われるか？ 
A ........................................................................... 

   

4.0 課税 
（「許可証」の発行／更新は、ミャンマー税法に

依存する） 

   

4.1 Q. 本会社がミャンマーの所得税について最後に

評価および課税されたのはいつか？ 
A ........................................................................... 
Q. 評価が保留の場合、いずれの年から保留に

なっているか？ 
A ........................................................................... 

   

4.2 Q. 所得税の免除はあるか？ 
A ........................................................................... 
注記：輸入品に対する税金および関税の免除は、    
本会社の利益に対する所得税の免除には相当しない。 

   

 

連続

番号 詳細 
MICの評価 

備考 
完全 不完全 

5.0 為替管理規制 
（「許可証」の発行/更新は、同規制に依存する） 

   

5.1 発行済み・払込資本 
Q. CSCが以前に承認した発行済み・払込資本金 

は何か？ 
A . ........................................................................ 

Q. 準備金および利益剰余金（利益）の資産計上

は承認されたか？ 
承認された場合は、その金額。 

A ..........................................................................  

Q. CSCが決定した資本金はミャンマー国内に 
持ち込まれたか？ 

A . ........................................................................ 

Q. 持ち込まれなかった場合、その理由は？ 
A .......................................................................... 

Q. 親会社との会社間勘定がある場合、親会社 
から支払われるべき金額は？  
その払込資本に対する比率は？ 

A .......................................................................... 
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6.0 「営業許可証」の更新    

6.1 Q. 発行済み・払込資本金はミャンマー国内に 
持ち込まれたか？ 

A .......................................................................... 

   

6.2 Q. 本年度中に株式の新規発行および払い込み

が行われたか？ 詳細を述べること。 
A .......................................................................... 

   

6.3 Q. 本会社の活動または拡大により授権資本を 
増やす必要はあるか？ 

A . ........................................................................ 

   

6.4 Q. 本会社の社外の負債総額は？ 
(i) 現地の債権者に対する負債は？ 
(ii) 海外の債権者に対する負債は？ 

A .......................................................................... 

   

6.5 Q. 現地の負債資本比率は？ 
A...........................................................................  
Q. 本会社は今も支払い不能の状況か？  

そうでない場合は、支払い不能の程度。 
A . ........................................................................ 

   

7.0 ミャンマー会社法    

7.1 Q.「営業許可証」のためのフォームAは、 
完成しているか？ 

(i) 提供する詳細は？ 
(ii) 必要な添付文書は？ 

A .......................................................................... 

   

7.2 Q. 更新申請の場合、以下を遵守しているか？ 
(i) ミャンマー会社法が規定する毎年の要件 
(ii) 既定の期間内に生じた変更についての報告 

A. ......................................................................... 

   

7.3 Q.「営業許可証」に規定された条件を完全に 
遵守しているか？ 

A . ........................................................................ 

   

7.4 Q. 基本定款および附属定款、ならびに本会社

の活動（それらについて最初の「許可証」

が発行された。条件の変更を保証すると  
みなされる）に変更はあるか？ 

A. ......................................................................... 

   

 

署名 - .......................  
氏名 - .......................  
役職 - .......................  
住所 - .......................  
上記を代理する - .......................  
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4.1.5 付属資料 フォームA 
 

付属資料 
フォームA 

注記：本申請には、以下を添付する。 

(i) 本会社の基本定款および附属定款、あるいは本会社を構成する、または  

その構成を定義する設立許可証、制定法、またはその他の証書のコピー 

(ii) 本会社の、申請に先立つ過去2年間の貸借対照表および損益計算書、   

ならびに損失勘定の写し 

外国企業または国際貿易を行う企業による、ミャンマー会社法第27A項に

従って許可証の発行を求める申請 

(1)  社名 : 

(2) 本会社の設立国 : 

(3) (a) ミャンマー連邦共和国で設立された企業の場合、 
株主の氏名、住所、国籍 
ミャンマー連邦共和国以外で設立された企業の場合、 

ミャンマー国民またはミャンマー国民以外の株主の人数、 

ならびに 彼らが別個に保有する株式の株数 

: 
 
 

: 

(4) (a) 本会社の本社所在地  

 (b) ミャンマー連邦共和国内の主たる事業所の所在地 

: 

: 

(5)   本会社の設立目的（事業分野） : 

(6) (a)  資本金が分割されるところの金額および株数 
1種類を超える株式が授権される場合、それについての説明 

 (b) それぞれに関連する種類、権利、特権 
ミャンマー連邦共和国に持ち込まれた、または持ち込まれる 
予定の資本金額 

 (c) ある者の投票可能数について、株主の種類に応じて 

差別があるか否か 

 (d) ある者の投票可能数について、株主の種類に応じて 

差別があるか否か 

: 
 

: 
 
 

: 
 

: 

(7) (a) 本会社が負う場合の最大負債額（ある場合） 

 (b) 上記の金額を超える負債に関する契約に対する禁止 

: 
: 
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(8) 許可証の申請期間 : 

(9) 本会社における各自の職務を実施する取締役、および上記に挙げる

役職を果たす取締役会の権限 
: 

(10)  取締役の人数、彼らの任命方法および権能 : 

(11)  本年度における取締役の氏名、住所、国籍 : 

(12)  発起人の氏名、住所、国籍 : 

(13)  初期資本金の法的要件（事業開始前に支払うべき金額等）の  

遵守に関する供述 

: 

 
 
 

4.2 外国投資法の概要 
 

4.2.1 投資形態 
 

 ミャンマーへの外国投資は、外国投資法に従い、以下のいずれかの形態にて   

行うことができる。 

i. ミャンマー投資委員会（MIC）発行の通知書に規定された事業を除く、

100% 外国資本による事業 
 

ii. 外国人とミャンマー国民または政府部局および機関との合弁事業契約

にもとづく、外国資本比率および自国資本比率による合弁事業 
 

iii. BOT方式、BTO方式、および合弁事業契約に従ったその他の形態を 

含む、官民による様々な協力事業形態 
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4.2.2 投資家の義務および権利 
 
投資家は、以下の義務を有するものとする。 
 

(a)  ミャンマー連邦共和国の現行法を遵守する。 

(b)  ミャンマー連邦共和国の現行法に従い、会社人を設立し、事業活動を   

遂行する。 

(c)   外国投資法の下で発布された施行規則、手続き、通知、命令、指示および 

投資許可証に記載された外国投資法、諸条件を遵守する。 

(d)  ミャンマー投資委員会（MIC）により定められた条件、および契約書に 

含まれる条件に基づいて、投資家が、賃借または使用権を有する土地を 

使用する。 

(e)  投資委員会の承認を得て、投資許可証に基づく事業の実施を認められた 

土地および建物の転貸借および抵当権の設定を行い、事業期間内において

当該投資事業にかかる株式および事業を第三者に譲渡する。 

(f)   投資委員会の承認を得ずに、貸借または使用権を有する土地について、 

地形または標高を変更しない。 

(g)  投資家が、賃借または使用権を有する土地の地上および地下において、 

許可された事業と関係なく、当初の契約に含まれていない、天然鉱物資源

または考古物および埋蔵物が発見された場合は、直ちに投資委員会へ通知

する。投資委員会の許可が下りれば、当該土地での事業を継続し、事業継

続の許可が得られない場合は、投資家が選定および提出した代替地に移転

して事業を行うこと 

(h)   投資事業に関連する現行法に従い、いかなる環境汚染または環境破壊を 

生じさせないよう行うこと 

(i) 外国企業が、全ての株式を外国人またはミャンマー国民に売却および譲渡

した場合、MICの事前許可を得て、許可証を返納した後、現行法に従って 

株式の譲渡を登記すること 

(j)   外国企業が、株式の一部を外国人またはミャンマー国民に売却および譲渡

した場合、MICの事前許可を得た後、現行法に従って株式の譲渡を登記 

すること 

(k)  投資家は、各自の契約に従い関連する企業、部署、組織に対して行う事業

に関する、ハイテク技術の体系的な移転を行うこと 
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投資家の権利は、以下の通りである。 

 

(a) 現行法に従い、MICの承認を得た後、資産を売却、交換、または譲渡    
その他を行うこと 

(b) 株式の全部または一部を、外国人／ミャンマー国民、または外国企業／

ミャンマー企業に完全に売却すること 

(c) MICの承認を得て、投資提案書の原本にある投資事業の拡大、または    
外国資本の増資を行うこと 

(d) MICに提出することにより、投資家が、現行法に従い完全に享受できる  
権利を得るために、再調査および修正を行うこと 

(e)  MICに申請することにより、現行法に従って苦情について便宜を得られる、

および措置を講じること 

(f)   許可証に従って遂行する投資事業における、新技術の発明、製品の品質向上、

製品の生産増大、環境汚染の低減について、さらに便宜を得る目的で、  
MICに申請を行うこと 

(g)  外国投資がアクセスが困難な後発開発地域で行われる場合、法律に明記され

ているよりも長期の租税免除・減免期間を享受すること  
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4.2.3 投資提案書の申請 
 

   投資許可証を取得するために、投資家または発起人は、ミャンマー投資委員会

（MIC）に投資提案書を提出するものとする。 

   ミャンマー投資委員会は、投資提案書を受理する際、 

(a)  必要な審査プロセスを行い、15日以内に、当該提案書を受理または 

却下するものとする 

(b)  当該提案を行った者に対して、90日以内に、当該提案書を許可または 

却下するものとする 

 投資家または発起人がMIC発行の許可証を取得した場合、投資家は、     

政府の関連部局および機関、または担当者および組織と、必要な契約を締結した後、

設立を行う。 

 MICは、外国投資法に従って適切に、契約に記載された条件または合意の延長、

縮小、または修正を許可することができる。 

 

4.2.4 スタッフおよび労働者の採用および任命 
 

投資家は、 

(a)  事業開始から最初の2年間は、ミャンマー国民の熟練労働者、技術者、 

およびスタッフの25%以上、次の2年以内は50%以上、さらに次の2年 

以内に75%以上を任命するものとする。 

(b)  技能向上のため、ミャンマー国民のスタッフに、訓練および研修の  

機会を提供する。 

(c)  技能を必要としない仕事については、ミャンマー国民のみを任命する。 

(d)  労働者の採用は、職業紹介所または現地の職業斡旋所、あるいは   

投資家の手配にて行う。 
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(e)  既存の労働法および規則に従い、雇用主および被雇用者の間で雇用契約

に署名することにより、ミャンマー国民の熟練労働者、技術者、および  

スタッフを任命する。 

(f)  ミャンマー国民の雇用においては、外国人労働者と同様に、専門水準の 

適切な配分に応じ、賃金水準に差が生じないよう権利を管理する。 

 投資家は、投資事業に就労する外国人のために、ミャンマー共和国連邦が   

発行する労働許可証および外国人登録証を提出、申請するものとする。 

投資家は、 

(a)  現行法に従ってスタッフおよび労働者を任命するために、雇用契約を 

締結する。 

(b)  既存の労働法および規則に記載される、最低賃金および給与、休暇、 

休日、時間外勤務手当、損害賠償、労働災害補償、 社会保障、ならびに

雇用主および労働者の権利および義務に明記されている労働者に関連する

その他保険、あるいは雇用契約に記載された職業上の条件等の権利を  

享受する。 

(c)  雇用主間、労働者間、ならびに雇用主、労働者、技術者、またはスタッフ

間で生じた紛争は、関連する現行法に従い解決する。 

 
4.2.5 租税免除および減免 

 
 投資家は、外国投資法が規定する以下の租税免除および減免を認められる。 

(a) 製品の生産およびサービスの商業的な事業開始より、連続する5年間の 

所得税の免除。さらに、ミャンマー共和国連邦に利益がある場合は、 

投資事業の成否に応じた期間の所得税の減免 

(b) 事業利益を1年以内に再投資する場合は、当該利益に対する所得税を減免 
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(c) 所得税評価の目的で、事業にて使用した機械類、設備、建物、または 

その他の資本的資産について、利益より減価償却分を控除する権利 

(d) 製造業において生産した輸出品により生じた利益に対する、所得税の     

最大50%減免 

(e) 外国人被雇用者の所得について、国内に居住するミャンマー国民の税率

を適用し、所得税を支払う権利 

(f) ミャンマー国内で行う事業に関連する研究開発において実際に発生した

費用を、課税所得より控除する権利 

(g) 事業ごと、所得税の免除または減免を享受してから2年以内に、発生した

損失を、発生した年より最大3年間、繰り越しおよび相殺する権利 

(h) 事業の建設期間中に使用する、機械、設備、機器、機械部品、予備部品、 

および材料について、輸入関税および その他内国税の免除および減免 

(i)  建設完了後、最初の3年間の生産に使用される原材料の輸入関税、および     

 その他内国税の免除および減免 

(j) ミャンマー投資委員会（MIC）が認可した投資を期間内に事業拡大する

場合、事業拡大に使用する、機械、設備、機器、機械部品、予備部品、

および材料について、輸入関税およびその他内国税の免除および減免 

(k) 輸出向けに生産した製品について、商業税の免除および減免 
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4.2.6 保証 
 

 ミャンマー連邦共和国政府は、投資許可証にもとづいて設立した事業は、     

契約期間または延長期間の間、国有化されないことを保証する。 
 

 ミャンマー連邦共和国政府は、許可された期間の満了前に、充分な理由なしに、 

ミャンマー投資委員会（MIC）が発行した投資許可証にもとづいて行われる   

投資事業を停止させないことを保証する。 
 

 契約期間の満了時に、ミャンマー連邦共和国政府は、外国資本により投資した 

投資家に対して、当該投資に使用された外貨にて支払いを行う権利を保障する。 

 

 

4.2.7 土地使用権 
 

 投資家は、事業、業種および投資量に応じ、最初の50年間まで土地の賃借または

使用が認められる。 

 
 ミャンマー投資委員会は、期間満了後、事業の継続を希望する投資家に対して、 

連続10年間および当該延長期間の満了後、さらに10年間の期間延長ができる。 

 
 投資については、政府の事前承認の下、投資事業に使用される土地の賃借権者 

または使用権者から最初の合意を得るものとする。 
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4.2.8 外貨送金の権利 

 
 投資家は、国内で外国銀行業を遂行する権利を有する銀行を通じて、以下の外貨

を、該当する外貨で、明記された為替レートで、海外送金することができる。 

(a) 外国資本を持ち込んだ者が権利を有する外貨 

(b) ミャンマー投資委員会（MIC）が外国資本を持ち込んだ者に引き出しを 

許可した外貨 

(c)  外国資本を持ち込んだ者が受け取る年間利益から一切の税金および関連の

資金を控除した後に残った、純利益 

(d)  外国人スタッフが国内で役務を提供した期間に得た給与所得および合法

な所得から、納税を行い、自身およびその家族のために負担した生活費を

規定の方法で控除した後に残った、正当な残額 
 

4.2.9 紛争解決 
 
 

投資事業に関して紛争が生じた場合は、 

(a)  紛争当事者間で生じた紛争は、友好的に解決されるものとする。 

(b)  当該紛争が友好的に解決できない場合、以下を行うものとする。 

(i)  紛争の解決方法が当該契約書に規定されていない場合は、ミャンマー

連邦共和国の現行法に従って、これを実施および遂行するものとする。 

(ii) 紛争の解決方法が当該契約書に規定されている場合は、それに従って

処理するものとする。 
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4.3 外国投資に関する規則 
 

4.3.1 外国企業の法人登記 
 

 外国企業の法人登記、または投資の登記は、投資申請を既に行っているときは、

現行の会社法に従い、国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA）に申請する。 

 
 DICAは、ミャンマー投資委員会の承認の下、外国企業の法人登記と投資提案書

の承認を並行して行うものとする。 

 
 DICA局長は、発起人または投資家が、外国投資事業を円滑かつ迅速に進める 

ための正当な説明とともに、外国企業の法人登記の発行を事前に要求した場合は、 

仮登録証を発行することができる。ただし、仮登録証は、投資許可証の発行を  

意味するものではない。 

 

4.3.2 合弁事業の設立 

 外国投資の最大資本比率は、ミャンマー国民と合弁事業を設立している場合、 

禁止または制限事業を行う目的で、投資総額の80%を超えないものとする。 

 

4.3.3 事業の清算 

 契約期間の満了前、または事業活動の完了後に行う事業の清算については、     

ミャンマー投資委員会の事前承認を得て、ミャンマー会社法にもとづいて    

清算処理を行うものとする。 
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4.3.4 投資許可証の申請 

 

 投資家または発起人は、以下の詳細を記入し、かつ発起人が署名した   

投資提案書フォーム (1)（付属文書1）を提出するものとする。 

 
(a) 投資家または発起人の氏名、国籍、住所、事業拠点、関連する法律に 

従って行われる実際の事業活動、実際に経営が行われる本社所在地、   
事業組織の設立される所在地、業種 

(b) 合弁による投資の場合、当該合弁事業への参加を希望する者に関連する、

第(a)項に記載されたデータ 

(c) 第(a)項または第(b)項に関連する文書 

(d) 投資家、発起人、または当該合弁事業への参加を希望する者の     

事業計画 および財務書類 

(e) 投資を希望する製造業またはサービス業に関連するデータ 

(f) 投資期間および建設期間 

(g) ミャンマー国内における投資事業の拠点所在地 

(h) 生産および販売に使用される専門知識 

(i) エネルギー消費量および種類 

(j) 建設期間に事業で使用される、主な機械類、設備、原材料および、   

それら類する材料の必要とされる量および価額 

(k) 必要な土地の面積および種類 

(l) 事業で行われる年間の生産またはサービスの予想額および価値 

(m) 事業のために必要とされる年間の外貨支出、および外貨収入の見積額 

(n) 現地生産および輸出の年間売上の予想額、価値および期間 

(o) 経済的正当化の状況 

(p) 関連する現行法の条項にもとづく、環境および社会への影響に   

対する保全・防止措置 

(q) ミャンマー連邦共和国における投資形態 
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(r) パートナーシップを組むことを希望する場合は、契約の草案、パートナー

が拠出する株式の出資比率および金額、利益分配率、パートナーの義務 

および責任 

(s) 有限責任会社の設立を希望する場合は、契約の草案、基本定款および  

附属定款案の草案、本会社の授権資本、株式の種類、株主が拠出する   
株式の金額 

(t) 投資事業体の取締役の氏名、国籍、住所、および役職 

(u) 投資事業体の払込資本総額、現地および外国資本拠出率、ミャンマー  

連邦共和国に持ち込まれる外国資本総額、ミャンマー連邦共和国に   

持ち込まれる期間 

(v) 契約条件に従うための保証 

 

 ミャンマー国民、または政府関連部局、組織との借地契約の草案、ならびに合弁 
事業のための合弁事業契約の草案を、投資提案書と一緒に提出するものとする。 

 

 環境保全・森林省が指定した、資本集約的投資および事業の環境への影響および

社会的損害の実現可能性調査報告書を、投資提案書に添付するものとする。 

 

 天然資源に関連する投資事業、および国営企業法が規定する投資の場合、   

ミャンマー政府の管轄省庁を通じて投資提案書を提出するものとする。それ以外の

投資提案書は、投資家または発起人が、ミャンマー投資委員会（MIC）の事務所に

直接、提出するものとする。 
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4.3.5 投資提案書評価チーム 

 

 投資提案書の評価チームは、以下の部局および組織で編成される。 

国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA）局長は以下に従う。 
 

(a) 国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA） 

(b) 財務歳入省 関税局 

(c) 財務歳入省 内国歳入局 

(d) 労働・雇用・社会保障省 労働局 

(e) 電力省の関連部局 

(f) 建設省 人間居住・住宅開発局 

(g) 工業省 工業監督検査局 

(h) 商業省 貿易局 

(i) 国家計画経済開発省 事業審査・進捗報告局 

(j) 環境保全・森林省 環境保全局 
 
 投資提案書の評価チームは、投資家または発起人、あるいは投資家の代わりに 

授権された者を会議に招聘している。会議は毎週開催され、提案書の評価を行う。

受理可能な提案書は、ミャンマー投資委員会（MIC）に提出される。 
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4.3.6 投資提案書の処理プロセス 
 

 ミャンマー投資委員会（MIC）は、MICの事務所が当該提案書を受理した際に、

ネーピードー議会または州・管区政府に、投資提案書についての推薦状を求める。

あるいは、環境保全・森林省に、環境および社会への影響を最小限に抑えるための 

取り決めについての推薦状を求める。 
 
 ネーピードー議会または州・管区政府は、審査にもとづき受理または不受理と 

記載され、ネーピードー議会議長、あるいは州・管区政府の知事もしくは代理人が

署名する推薦状を、依頼書を受理した日より7日以内に、ミャンマー投資委員会に 

回答する。 
 
 環境保全・森林省は、審査結果にもとづき、環境保護および社会への悪影響を 

最小限にする観点で取り決め、大臣もしくは代理の責任者が署名した推薦状を、 

依頼書を受理した日より7日以内に、ミャンマー投資委員会に回答する。 
 
 事業の性質または要件に従った投資提案書に関する推薦状または助言の依頼書は、

ミャンマー投資委員会より管轄省庁と組織に送付される。管轄省庁は、依頼書を 

受領した日より7日以内に、ミャンマー投資委員会に回答しなくてはならない。 
 
 省庁は、依頼書に回答するために、当該省庁内で投資評価回答チームを編成し、 

部長または最低でもそれと同等ランクの者が統率する。各省庁からの投資評価回答

チームに関する情報、およびメンバーの変更は、ミャンマー投資委員会（MIC）に

知らせるものとする。当該チームは、MICまたは同事務所が開催する会議に出席す

るよう適宜求められ、管轄省庁を代表してこれに出席する必要がある。当該チーム

の連絡先が記されたメンバーリストについては、付属文書(14)に言及されている。 
 
ミャンマー投資委員会の事務所は、関連部局および省庁より推薦状と査定を  

受領後、直ちに、直近のミャンマー投資委員会の会議に投資提案書を提出する。 
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4.3.7 評価要因 
 
 ミャンマー投資委員会は、以下の要因にもとづいて投資提案書の審査を行う。 
 

(a) 投資提案書が、外国投資法の方針に準拠しているか 

(b) 以下の情報にもとづく、財務上の信頼性の評価 

(i) 銀行取引明細書 

(ii) 本会社の最新の監査報告書 

(iii) 本会社の事業開発報告書 

(c) 以下の情報にもとづく、経済的正当化の状況。 

(i) 年間純利益の見積額 

(ii) 年間所得および外貨建て支出の見積額 

(iii) 投資回収期間 

(iv) 新規の雇用機会 

(v) 国民所得の増加 

(vi) 現地市場および輸出市場へのアクセス 

(vii) 現地における消費要件 

(d) 産業技術が導入可能か否かを評価するための、技術者および専門家 
による評価 

(e) 環境および社会への悪影響から保護する取り決めについての、     
環境保全局からの推薦状の評価 

(f) 投資が、ミャンマーの国家および国民のために責任を負っているか、

ならびに社会経済要因のメリットを強調しているかについての評価 

(g) 現行法が規定する規則および規定に従った適合性評価 
 

4.3.8 許可証の発行 
 
 ミャンマー投資委員会（MIC）は、投資提案書が承認を受けた時点で     

許可証（2）（付属文書2）を発行する。許可証のコピーは、MIC事務所より   

管轄省庁へ送られる。 
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4.3.9 ミャンマー投資委員会 (MIC) 許可後の手続き 
 

  投資家または発起人は、承認を受けた建設期間または延長期間内に、建設を完了

するものとする。投資家は、建設が遅延して期間内に終了できない場合は、承認さ

れた建設期間の満了日より60日前に、遅延についての説明を行い、建設期間の延長

を通知および依頼しなくてはならない。 
 
 ミャンマー投資委員会は、投資家の要求に応じて、必要な審査を実施し、延長が

必要となる合理的な状況とみとめられた場合に限り、当初期間の50%を超えない 

範囲において、建設期間の延長を承認するものとする。 
 
 建設期間の延長は2回以上は認められない。ただし、自然災害、不安定性、  

暴動、国家の緊急事態、内乱、反政府活動、戦争等、不可抗力の状況については、    

この例外とする。 
 
 ミャンマー投資委員会は、当初許可された建設期間または延長期間内に建設作業

が完了しない場合、投資家に発行された投資許可証を取り消す。この場合、投資 

許可証の取り消しについての、救済措置、損害賠償、またはその他の権利、または

金銭面での条件の補償義務はない。 
 
 建設の完了は、その完了より30日以内にミャンマー投資委員会に通知するもの 

とする。投資家は、建設期間が完了後、直ちに提案した投資計画にもとづいて、 

生産またはサービスを開始するものとする。 
 
事業報告書（3）（付属文書3）を、投資事業の許可された期間内、3ヵ月ごと、

郵送またはその他の通信方法にて、ミャンマー投資委員会に提出するものとする。 
 
投資家または発起人は、投資事業の性質で必要となる場合は、要件に従って、 

政府の関連省庁、部局に対して、ライセンスまたは許可証または登記を申請する 

必要がある。 
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投資家は、以下の義務および責任を引き受けるものとする。 

(a) 事業の環境保全活動のため、環境保護法を遵守する 

(b) ミャンマーの国家および国民に有益となるよう責任を負い、事業を行う 

(c) 要件に従って、適宜、検査のために担当者と協力する 

(d) 工場、作業場、建物の建設、およびその他の事業活動のために、ならびに 
事業遂行に沿って、管轄省庁が採用する基準に従う 

(e) 安全な作業環境および衛生プログラムを遂行する 

(f) 危険、有害物質およびその他類する材料の輸送、保管、利用のための 
規則、規制、基準に従う 

(g) 消費者に害を及ぼさないよう、品質または基準に従って製品を生産する 
 

 

4.3.10 株式譲渡、事業譲渡、投資事業の賃借および抵当権設定 
 

 投資家は、許可を受けた借地および／または建物を転貸する前に、当該土地の 

使用権者または当該土地の賃借権者に許可された投資事業を変更することなく、 

賃借申請書（4）（付属文書4）、または抵当権設定の場合は抵当権設定申請書（5）
（付属文書5）を提出することにより、許可を申請および取得するものとする。 

土地の種類が、空地、休閑地、未開墾地の場合は、ミャンマー共和国連邦政府から

の許可証を、土地申請書に添付するものとする。 
 
 外国人またはミャンマー国民への全株式の譲渡には、株式譲渡申請書（6） 

（付属文書6）をミャンマー投資委員会に申請するものとする。土地の種類が、 

空地、休閑地、未開墾地の場合は、ミャンマー共和国連邦政府からの許可証を  

申請書に添付するものとする。 
 
 外国企業の法人登記は、国家計画経済開発省  投資企業管理局（DICA）に   

申請する。株式の譲受人が外国人である場合、あるいは株式の譲受人の合意を得て  

既存の会社名を使用する場合は、ミャンマー会社法に従うものとする。 
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 譲受人がミャンマー国民である場合、ミャンマー国民投資法に従って、許可証を、

ミャンマー投資委員会（MIC）に申請する。MICの承認を得た後、ミャンマー国民

による会社の登記は、ミャンマー会社法に従って、国家計画経済開発省 投資企業

管理局（DICA）に申請するものとする。 
 
 事業の新株主は、許可された残りの期間のみ、外国投資法にもとづく租税の免除 

および減免を享受することが認められる。当該免除および減免は、明記された期間

が過ぎた場合、新しい許可証にもとづいてはこれを認められない。 
 
 株式の一部が外国人またはミャンマー国民のいずれかに譲渡される場合、   

株式譲渡申請書（7）（付属文書7）は、ミャンマー投資委員会（MIC）に申請する。

登記は、ミャンマー会社法に従い、国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA）

にMICの許可証と併せて、申請するものとする。 

 

 

4.3.11 労働力採用要件 

 投資家は、労働・雇用・社会保障省の指示に従い、ミャンマー国民または外国人

のスタッフまたは労働者を採用後、30日以内に雇用契約を締結するものとする。 
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 投資家は、ミャンマー国民の従業員のスキルを高めるため、実践の機会および 

研修についての年間計画を、毎年1月31日前までに、ミャンマー投資委員会に  

提出しなくてはならない。 

 投資家は、ミャンマー投資委員会（MIC）が許可する投資事業で働く外国人  

被雇用者および労働者について、労働法に従い、MICからの推薦状と併せて、  

労働許可証申請書（8）（付属文書8）によって、労働許可証の証明書を労働・  

雇用・社会保障省に申請することが義務付けられている。滞在許可証については、

滞在許可証申請書（9）（付属文書9）を、MIC事務所に申請するものとする。 

 投資家は、被雇用者が社会保障制度にもとづく福利厚生を受けられるよう、  

社会保障法に従い、ミャンマー・チャットまたは外貨のいずれかにて、当該部局 

および関連部局に拠出を行うため、社会保険庁にて登記を行うものとする。投資家

は、開業から15日以内に、当該の社会保険庁に登記を行い、社会保険庁が発行する

登記カードのコピーをミャンマー投資委員会へ提出するものとする。 

 社会保険庁が発行する社会保険料を全額支払うという勧告書は、半年ごと、 

ミャンマー投資委員会の事務所に提出するものとする。当該の社会保険庁が   

発行する社会保険料支払いの決済勧告書については、投資事業の契約期間の満了時、

ならびに売掛金の全てを取り消すために、これを提出するものとする。 

 

4.3.12 外国投資法が規定する条件の明確化 

 投資家または発起人は、ミャンマー投資委員会（MIC）にフォーム（10）     
（付属文書10）を提出することにより、外国投資法に記載された租税免除および 

減免の一つまたは複数または全部を受けられる。 

 ミャンマー投資委員会（MIC）は、投資家または発起人が、事業開業日について

提出した申請書にもとづいて、租税の免除および減免を許可するものとする。   

MICは、当該免除および減免の種類および期間を許可証に明記する。MICは、   

投資家または発起人、および関連部局および組織へ、当該許可証について通知し、

租税の免除および減免のために必要な措置をさらに講じてもらうよう求める。 
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製造業、サービス業の事業開始日は、以下の通りとなる。 
 

(a) 指図式船荷証券、航空貨物運送状、または製造業の輸出のために国際貿易

で使用される類似の文書に明記された日付で、建設期間の終了より  

180日以内の日付 

(b) 製造業において現地売上により生じた初回の収入を受け取った日で、  

建設期間 から90日以内の日付 

(c) サービス業が開始する日で、建設期間の終了から90日以内の日付 

 
 投資家または発起人は、フォーム（11）（付属文書11）により、製造業または 

サービス業の事業開始日をミャンマー投資委員会に通知するものとする。 

 

4.3.13 土地使用許可証 

 ミャンマー投資委員会（MIC）は、ミャンマー連邦共和国政府の事前承認の下、

投資家が、許可された投資事業のために、以下の種類の土地を、土地の賃借権者 

または使用権者から借りることを許可する。 

(a) 政府の所有する土地 

(b) 政府の部局、組織が所有する土地 

(c) ミャンマー国民の所有する土地 

 ミャンマー投資委員会は、投資家が、農業および畜産業を商業規模で行う目的で、

空地、休閑地、および未開墾地の賃借を希望する場合は、空地、休閑地、および 

未開墾地に関する中央管理委員会の許可を得て、これを許可する。 

 投資家は、業種および投資規模に応じて、土地の賃借権者または使用権者より 

最初の50年間、土地を借りることが許可される。投資家が、許可された期間満了時

に事業の継続を希望する場合、ならびに土地の賃借権者または使用権者から合意を

得た場合、投資額および業種に応じ、連続する2期、10年ずつの延長が認められる。 
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 農業・畜産業、ならびにその他の関連事業を行うために、空地、休閑地、および

未開墾地管理法に従って、申請書を、空地、休閑地、および未開墾地に関する  

中央管理委員会に提出するものとする。規定の法律に従い、投資価値にもとづき、

農業および畜産業のために、空地、休閑地、および未開墾地について最初30年間の

賃借期間が許可される。事業の継続を希望する場合、空地、休閑地、および未開墾

地管理法に従い、投資価値にもとづき、延長を許可される場合がある。 

 投資家は、資本拠出および技術貢献に適切な比率に応じ、空地、休閑地、および

未開墾地で農業および畜産業を行う権利を有するミャンマー国民と、合弁事業を 

設立しなくてはならない。空地、休閑地および未開墾地の賃借権者または使用権者

は、空地、休閑地および未開墾地管理法に従って、土地利用割増料金（プレミアム）

を支払うものとする。 

 空地、休閑地および未開墾地の賃借権者または使用権者が、土地の売却、変更、

または何らかの形態の譲渡を希望する場合は、ミャンマー連邦共和国政府の許可を

得ることによりのみ許可されるものとする。 

 投資家が、農産物および季節性作物の栽培および生産するには、ミャンマー国民

の投資家との合弁事業にもとづいた農地においてのみ、契約農業が許可される。 

 投資家または発起人は、土地の賃借権者または使用権者より借地権を取得する 

ために、借地申請書（12）（付属文書12）をミャンマー投資委員会（MIC）に申請

するものとする。その際、借地契約の草案およびその他の必要な文書を併せて申請

する。借地契約は、MICからの許可証を取得後、土地の賃借権者または使用権者と

投資家との間にて締結し、これをMICに送付するものとする。 

 借地料は、ミャンマー投資委員会（MIC）の認可の下、ミャンマー連邦共和国政

府の管轄省庁が、政府部局、組織が所有する借地の提案にもとづいて決定される。  

借地料は、賃借期間に応じて、借地契約が毎年定める時価で締結するものとし、 

その借地料は、MICへの提出が義務付けられる。決められた借地料は、基本的に、

賃借開始日から365日間に1回、計算し、賃借するものとする。 

 政府の当該部局または組織は、政府部局または組織が所有する土地の賃借に  

おいて、投資家に借地割増料金（プレミアム）を求める。 
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4.3.14 外国資本 

 投資家は、ミャンマー投資委員会（MIC）の許可に従い、外国銀行業の指定を 

受けたミャンマー国内の銀行において、投資資本を送金するものとする。この場合、

投資家は、予定投資期間の投資総額、ならびに当該期間に送金する予定の目標額を

明示する必要がある。 

 投資家は、銀行口座を開設後、直ちに、銀行名およびその所在地、口座番号、 

授権者の氏名、ならびに銀行取引明細書を、ミャンマー投資委員会に通知する。 

 投資家は、365日ごとに事業の監査報告書を作成する目的で、政府が指定する  

監査人を任命し、監査日より30日以内に当該報告書をMICに提出するものとする。 

 

4.3.15 外貨送金の権利 

 投資家は、投資事業の監査報告書および銀行取引明細書と併せて、送金申請書

（13）（付属文書13）にて、外貨送金をミャンマー投資員会（MIC）に申請する。

投資資本の送金は、投資回収期間および事業開始までは認められない。 

 

4.3.16 ワンストップ・サービスセンターの設立 

 ワンストップ・サービスセンターは、投資活動の促進を目的として、国家計画 

経済開発省 投資企業管理局（DICA）副局長が率いられ、以下の部局の協力を得て  

設立する。 

(1) ミャンマー中央銀行 

(2) 電力省の該当部局 

(3) 国家計画経済開発省 投資企業管理局（DICA） 

(4) 財務歳入省 関税局 

(5) 商業省 貿易局 

(6) 労働・雇用・社会保障省 労働局 

(7) 入国管理・人口省 入国管理登録局 

(8) 工業省 工業監督検査局 

(9) 財務歳入省 内国歳入局 
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