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 名称
・ 国有企業改革実施に向けた企業金融管理能力強化プロジェクト（以下「SOE改革ＰＪ」）
・ ベトナム国家銀行改革支援プロジェクト（以下「銀行セクター改革ＰＪ」）

 カウンターパート
・ SOE改革ＰＪ ・・・ベトナム財政省（以下「MOF」）
・ 銀行セクター改革ＰＪ・・・ベトナム国家銀行（以下「SBV」）

 プロジェクト期間
・ 3年間（2014年3月～2017年3月）

 日本側の体制
・ 日本人長期専門家6名、ベトナム人スタッフ3名
短期専門家（RCC、サービサー協会など）
コンサルタント（日本経済研究所（JERI）、経営共創基盤（IGPI）、PwCなど）

Ⅰ-1．JICA技術支援プロジェクトの概要
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プロジェクト
の主要項目

主な活動・成果
今後の
主な予定

SOEの債務処理、リストラに関
する制度整備

・当方よりDATCの機能強化のための政令のｺﾝｾﾌﾟﾄﾉｰﾄをDATCとCFDに提出（2015.9）。
・首相がDATCに関する上記政令の起案を承認。これを受け、MOFがCFD、DATC及び関係省庁から成る
政令案作成タスクフォース（TF）を組成（2016.5）。同TFにおいて、現在、2017年中のドラフト完成を目
指し作業中。

・SOEへの私的整理導入に関するアセスメント・レポートを作成。（2017.2）

・CFDがDATCの機能強化に関する政令案をMOF大臣に提出
（2017）。

（その後、関係省庁との調整、首相承認を経て公布予定。）

DATCの機能強化

・当方よりDATC中期戦略のｺﾝｾﾌﾟﾄﾉｰﾄをDATCに提出（2015.9）、これを受けDATCは中期戦略案を改訂、
MOFに提出（2016.12）。

・DATC投資先候補SOEと投資先SOEの2社を対象に、Due Diligence, 再生計画案の作成、PDCAに関する
能力強化を目的とするパイロットプロジェクトを実施。

・DATC中期戦略を首相が承認（2017半ば）。
・DATCによる債務売買、債務リストラ、事業再生等の業務の
継続

SCICの機能強化

・当方がSCICの課題と能力開発ニーズを分析した報告書作成（2015.3）。優先分野を特定。（①コーポ
レートガバナンス、②ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、）

・株主議決権行使ガイドライン（VG）を作成、機関決定（2015.12）。2016年の試行結果を踏まえVG2016
を作成（2016.11）、機関決定（2017.1）。

・傘下企業を対象とするコーポレートガバナンスコード（CGC）案を作成（2016.5）、傘下企業2社に試験
適用。その結果を踏まえCGCを最終化（2016.10）、機関決定（2017.1）。

・新規投資の主要リスク指標（KRI）案を完成（2016.7）。トライアルを経て採用を機関決定（2016.12）。

・VGの使用及び改訂の継続
・CGCの適用開始（2017.1Q）
・SCICの新規投資へのKRI適用開始（2017.1）

SOE株式化の制度面の能力
強化

・100%SOEの株式化に関する新政令案に関するPJコメントの提出（2016.10） ・株式化に関する新政令公布（2017春？）。
・CFDによる関連法令等の継続的見直し

Ⅰ-2. SOEプロジェクトの主な活動・成果

DATC（Debt and Asset Trading Corporation）： 政府100％出資の国営企業（財政省傘下）であり、国営企業の債権買取・回収を専門とする公社。再生業務も一部実施。
SCIC（State Capital Investment Corporation）： 政府100%出資の国営企業の一つであり、株式会社化後の国営企業の政府保有株を管理・運用する公社。
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【１．株式化の促進と資本市場の機能強化】
株式化における具体的な数値目標、ロードマップの作成、遵守
良質な戦略投資家への拒否権付与
投資家への情報提供の充実
IPO（一般投資家向け株式募集・売出）から上場までの期間短縮
株価評価方法の見直し
証券会社の引受・販売仲介機能の強化
株式売却先選択の自由度の拡大
SCIC保有10銘柄売却の早期実施
株式売却収入の公正・透明な再投資の仕組み構築

【２．SOEのコーポレートガバナンスの強化】
コーポレートガバナンスの強化
“Single Ownership Entity”の創設
情報開示の促進
経営者の確保、育成

【３．SOEのリストラクチャリングの促進】
私的整理ルールの創設、倒産法制の更なる整備
DATCの機能強化
会社分割の容易化
刑法の運用基準の明確化 etc.

（参考1）JICA政策提案書（2016.6）の概要（項目のみ記載）



6

「SOEの分類等に関する首相決定の見直し案」に関するコメント
「主要国有企業30社（グループ）に投下された国家資本を管理する委員会の創設に
関する政令案」へのコメント

SOEのIPO・上場にかかる準備プロセスの包括的レビューの必要性
「SOE株式化に関する新政令案」へのコメント

ブックビルディングの導入について
戦略投資家の公開入札への強制参加について
戦略投資家向け入札プロセス創設の提案
株価評価方法の見直し

債務超過のSOEに対するDATCの積極的活用、VDBによる債権放棄、私的整理の枠
組み導入 etc.

（参考2） 国有企業改革に係るJICA再提案書（2016.10）の概要（項目のみ記載）



Ⅱ. SOE改革の現状と問題点

１．現状
• 「2011－15年の国有企業改革計画」(2012年発布 首相決定929号)に基づき、SOEの「株
式化」（株式会社化 + 国家保有株式の一部売却）やノンコアビジネスからの撤退等に注力。

• 5年間の実績：「数」のうえではほぼ計画通りに推移。
• 558社の株式化計画を実行（社数ベースで計画比93%の達成率。558社のうち、478社は株式化、

80社は合併、清算、破産等。）

２．問題点
• 「質」に問題 ＝ 国家保有株式の売却が進んでいない

• 2014年中に株式化された143社のSOEのうち、内外の法人や機関投資家に株式を5％以上売却で
きたのは30 社、売却収入は総計 US$270mil

• 株式化後のSOEの国家出資比率は平均で約90％
• 海外企業への株式売却も進まず (source) STOXPLUS ”Vietnam M&A Research Report 2015”

３．原因
• 株式化の前の準備不足： 財務面、事業面のリストラが不十分なまま株式売却を実行
• 株式売却の際の方法・プロセスに問題： 情報開示、株価評価、売却方法、売却株数 etc
• 実行・監視体制の不備： 規制当局と株式保有当局が同一 etc
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The equitization process

Formation Implementation
Completion and
Post-equitization

（参考3）

• Steering Committee and 
Support Team set up

• Documentation: legal, 
financial, land, employees, 
valuation method 

• Valuation: appointment, 
conduct, approval, 
declaration of enterprise 
value.

• Approval of equitization
plan (EP): capital structure, 
form of equitization
methods, starting price, 
draft charter, employee, 
business plan, land usage

• Methods:
• IPO; or
• direct agreement with 

strategic investor(s),
possibly combined with
underwriting.

• Subsequent sales of shares 
at discounted price to 
employees and trade union 
(if any).

• Completion: first GMS to 
adopt the charter, business 
registration, preparation of 
financial statements, 
handover.

• Post-equitization: register 
as public companies, listed 
within one year if satisfying 
listing conditions.
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SOE(100%) Public Company(<100%) Listed Company(<100%)Listing

Restructuring of (ex-)SOEs

DATC Work-Out
Process Banks

Governance of (ex-)SOEs

Single  Ownership  Entity SCIC
Corporate 

Governance  Code 

Selling the stocks of (ex-)SOEs
Strategic  Investors

Upcom HOSE, HNX

Securities 
Dealers

Book  Building  for
Other  Investors

IPO

SSC

（参考4）



Ⅲ. ベトナム政府への要望

1. 国家資本の「売り方」（＝手法、価格、タイミングetc.）の柔軟化
1-1. 「パブリック・オークション優先」の見直し
1-2. “Valuation”（株価評価方法）の見直し
1-3.  “IPO”の位置付けの見直し

2. 株式市場の整備
2-1. 上場・登録銘柄の流動性向上
2-2. FOL(Foreign Ownership Limits)の運用明確化と一層の規制緩和
2-3. 仲介業者（引受証券会社）の育成、国内投資家層の拡大

3. 監視機能の強化
3-1. 国家資本の売却実施状況の監視機能の強化
3-2. 株式市場における不公正取引等の監視機能の強化
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Law69/2014 （国家資本の管理と使用に関する法律）
Article 39.  Transferring of state capital invested in joint stock companies, multiple-member limited liability companies 
2. Methods of transfer:
a) The transfer of capital in multiple-member limited liability companies shall be carried out in compliance with the law on 
enterprises; 
b) The transfer of capital in joint stock companies listed or registered for transaction in the securities market shall be 
carried out in compliance with the law on securities;
c) The transfer of capital in joint stock companies not yet listed or registered for transaction in the securities market 
shall be carried out by public auction. Where the public auction fails, competitive offering shall be carried out. Where 
competitive offering fails, agreement shall be sought.

【現状】
 国家保有株式の売却はパブリック・オークションにより行うことが基本。相対売却は最後の手段。

 Law69/2014（「国家資本の管理と使用に関する法律」、下記参照）、Decree91/2015
 Decree59/2011（「100％SOEの株式化に関する政令」）ではオークションと相対売買の双方が認め
られているが、新政令の草案（2016年8月4日公表、以下「SOE株式化新政令案」）では以下のように
なっている。
①戦略投資家候補が1社しかいない場合はパブリックオークションへの参加を義務付け
②戦略投資家候補が2社以上いる場合はこれら投資家による入札をパブリックオークションの後に実施
し、かつパブリックオークションの最低落札価格以上での入札を義務付け

要望1-1.「パブリック・オークション優先」の見直し
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【問題点】
 戦略投資家（＝企業）にとっては、限られた情報をもとに価格のみを競う形で行われるパブリック
オークションへの参加は以下の点でリスクが高すぎる。
 デューディリジェンス（DD）が行えない。
 価格はあくまで取引の一要素に過ぎず、価格以外の問題も含めた売り手との交渉が必要。

 また、戦略投資家に限定した入札も、手続次第では単純に高値入札をした投資家が落札することにな
り、高度な技術等を有する優良な投資家を導入するという「戦略投資家」制度の狙いに反する結果と
なりうる。
 特に、数年間数回に分けて株式を売却する場合、最初の売却時に、「高値で買うが技術は二流の戦略投資
家」と「価格は多少劣るが技術は一流の戦略投資家」のどちらを事業パートナーに選ぶのが得策か？

 機関投資家（＝金融投資家）にとっては、単純な入札よりも、投資家の需要を積み上げて売却価格を
決定するブックビルディングのほうが、適正な価格設定という観点から望ましい。

【要望】
 国家保有株式の売却方法はパブリックオークションを原則とすべきでなく、投資家の種類に応じ、多
様な売却方法を選択できるようにすべき。（Law69/2014 etc. の改正）
 戦略投資家向け売却： 相対売却や二段階クローズドビッドの活用（参考５.参照）
 機関投資家向け売却： ブックビルディングの活用（参考6.参照）

要望１-1.「パブリック・オークション優先」の見直し
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（参考5.) 二段階クローズドビッド：

 第1次入札：有望な戦略投資家の絞込みを行うことを目的として行う
→ 売り手側(対象会社、その株主、または財務アドバイザー)が、戦略的投資家を募る投資概要の詳細及
び諸条件(出資比率、投資家が充足すべき条件等)、対象会社の情報(事業概要や監査済み財務諸表等
の基礎的な情報)を広く投資者候補に示す

→ 各投資家候補は、意向表明書(価格のレンジや出資後のガバナンス・業務提携の概要・条件など)を提
出

 第2次入札：意向表明書で示された諸条件をふまえ、戦略的投資家候補を2社以上に絞りこん
だ上で行う。第2次入札に進んだ投資家候補には、十分な時間をかけてデューデリジェンスを
行うことができる機会を提供する
→ デューデリジェンスを経た上で、より具体的な価格、及び契約に含めるべき諸条件(具体的な契約書
の形態で示されることが多い)を投資家候補が提出

→ 売り手側で価格及び諸条件を精査した上、最終的な落札者を決定(交渉開始)

13
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No Va Land Investment Group (NVL.VN) – US$120mm Vietnam IPO 

Note:  
1)  Valuation calculated based on Savills Appraised Value of the Issuer as of March 31, 2016

Issuer  No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or “the 
Company”)

Description  Leading real estate developer in Vietnam focusing on the mid-
to high-end residential projects in Ho Chi Minh City (“HCMC”)

Ticker  NVL.VN

Transaction  IPO on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Offering dates  Pricing:  October 18, 2016
 Listing: December 28, 2016

Share type  100% primary shares

Distribution  Reg S only

Offer price range  VND46,000 - VND56,000

Offer price:  VND 50,000 per share

Offer size:  VND2,600bn (~US$120m)

Initial market cap  VND29,470bn (~US$1.3bn)

Valuation:  32% discount to Appraised Value1

Use of proceeds  Acquisition of new real estate projects and diversification of 
capital resources

Daiwa’s role
 Joint Bookrunner
 Joint Placing Agent

No Va Land
Investment Group

HOSE IPO
USD 120 mm

Joint Bookrunner

December 2016

Transaction Summary Company Overview

Largest completed IPO and listing in Vietnam in 2016

IPO of the largest pure-play real estate developer in Ho Chi Minh City based 
on number of projects

Strong demand from sovereign funds and top-tier institutional investors 
despite an extended settlement period

Innovative deal structure – the 1st >USD100m IPO completed using 
an institutional bookbuilding

 Established in 1992, Novaland focuses on the mid-to-high end residential projects in 
HCMC

 Novaland ranked No. 1 in HCMC in 2015 in terms of number of projects launched and 
under development 
– As of June 30, 2016, the Company had launched and developed over 40 projects 

(including land banks) with 26,000+ apartments and commercial units in prime 
locations of HCMC; total GFA under development amounted to 4.4m2

– The company has achieved excellent financial performance – projected sales growth at 
a CAGR of 53.5% and net profit forecasted to grow at over 100% CAGR between 2015 
and 2018E

– The Company received numerous awards including the “Best Developer” from Asia 
Property Awards in 2015 

（参考6.）ブックビルディングの活用： ノバランド（NVL）のIPO及びHOSE上場



要望１-２.Valuation（株価評価方法）の見直し

【現状】
 SOE株式化新政令案（2016年8月4日公表）が定める株価評価方法は以下の３つ。

 Asset Method（時価評価した純資産法）
 Discount Cash Flow Method（DCF法）
 Other Method

 ただし、Asset Methodによる評価額が評価の下限とされており、かつ、同評価額はパブリックオー
クションの最低入札価格になる。また戦略投資家向け売却価格はパブリックオークションの最低落
札価格以上が義務付けられる。

【問題点】
 企業の価値は評価主体や評価方法により大きく異なるものであり、アプリオリに特定の評価方法を
用いた評価額を下限とすることは合理的でない。

 Asset Methodの評価方法に問題はないか？（資産サイドの加算項目と減産項目、負債サイドでは偶
発債務の取扱い、更には後発事象の取扱いなど）

 上記評価方法とブックビルディングは両立するか？

【要望】
 Asset Methodを株価評価の下限とするのではなく、DCF法や市場倍率法（PERなど）も併用し、レ
ンジでの評価を行うなど、より合理的かつ幅を持たせた評価方法に改めるべき。
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要望１-３.IPOの位置付けの見直し
【現状】
 ベトナムでは「IPO」は「株式会社及びその株主が最初に行う多数の投資家への株式売却」を意味し
ており、諸外国の「IPO」のように上場とはリンクしていない。

 SOE株式化新政令案における、SOE株式会社化、IPO、戦略投資家向け株式売却、株式上場、の前後
関係は、①株式会社化→②パブリックオークションによるIPO→③戦略投資家への売却や株式上場、
の順。

【問題点】
 ②のIPOと③の株式上場（またはUpcom登録）との間隔は以前より短縮されたものの、依然として
一定期間を要しており、IPOへの機関投資家や個人投資家の参加意欲を減殺している。

 一方、①の株式会社化後の早い段階で、③の戦略投資家（＝長期投資家）に株式を一部売却し（＝資
本業務提携）、企業価値を高めたうえで②のIPOと③の株式上場を行ったほうが、トータルの株式売
却収入は多くなるのではないか。

【要望】
 現在は株式会社化（Equitization)の直後にIPO（一般投資家向け入札）を行っているが、むしろIPO
は株式会社化とは切り離し、株式上場の直前に行うようにすべきである。（証券法等の改正）

 一方、戦略投資家のような投資先の価値を高める長期投資家への株式売却は、株式会社化の直後か
ら（＝即ちIPOの前から）行えることとすべきである。

（①株式会社化→②戦略投資家（及び従業員）への売却→③IPO and Listing, の順） 16



要望2-1. 上場・登録銘柄の流動性向上

【現状】
 ホーチミン証券取引所(HOSE)の上場基準（抄）：「議決権株式の少なくとも20％が300人以上の投資
家（大株主を除く）に保有されていること。但し、株式会社化した国有企業については首相決定の定
めるところによる。」(Decree58/2012, Article53, 1-(d))
（注）同様の規定はハノイ証券取引所上場基準にもある。(Decree58/2012, Article54, 1-(c))

【問題点】
 上記規定により、SOEは上場前に一般投資家に株式を広く売り出さずに上場しているケースが多い。
このため上場後の株式の流動性が極めて低いケースが多く、上場後の株価形成に与える影響が懸念さ
れる。

 一方、最近のベトナム政府の方針は「SOE（の優良銘柄）は、上場した後にオークションで売却す
る」というもの。

 当該オークションの最低入札価格は上場後の株価がベースとなり決定されるであろうから、ex-SOE株
式の流動性向上と価格形成の妥当性確保は、投資家にとっては極めて重要。

 同様の問題はUpcom市場(unlisted public company market)にも存在。

【要望】
 HOSE、HNXの上場基準から上記のSOEに対する特例措置を削除すべき(Decree58/2012の改正）
 Upcomについても、登録の際に一定の流動性基準を設けるべき(Decree58/2012の改正）
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Ticker Market Cap
(USD million) 政府保有比率 10％以上保有株主

の保有比率
上位10株主の
保有比率

VNM 8,371 39.3% 50.3% 64.1%

SAB 6,336 89.6% 89.6% 89.7%

VCB 5,906 77.1% 92.1% 94.6%

VIC 5,210 0% 60.8% 94.0%

GAS 5,064 95.8% 95.8% 97.5%

出所：Bloomberg(28/2/2017)

（参考8.）HOSE時価総額上位5銘柄



(参考9.）サベコ株価・売買高の推移（2016/12/6 – 2017/2/28）
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 平均売買株数（一日）：92,140株
 平均売買代金（一日）：19,359 mil VND

出所：Bloomberg(28/2/2017)



（参考10.）ノバランド株価・売買高の推移（2016/12/28 – 2017/2/28)

21

 平均売買株数（一日）：1,409,832株
 平均売買代金（一日）：85,197 mil VND

出所：Bloomberg(28/2/2017)



要望2-2. FOL(Foreign Ownership Limits) の運用明確化と一層の規制緩和
【現状】
 Decree60/2015において、公開会社のうち以下に該当しないものは、定款に別途定めがある場合を除
き、外資保有割合は制限されない旨規定。（従来は49％が上限）
① 当該会社が営む事業に国際条約や国内法で外資保有割合が定められている場合
② 当該会社が営む事業に「外国投資家に適用される条件があるが、外資保有割合に関して特段の定めがない場
合」は、外資保有割合の上限は49％

 また、上記Decreeでは、公開会社が行っている複数の事業に関してそれぞれ異なる外資保有割合が定
められている場合は、当該外資保有割合のうち最も低い数値を上限とする、とされている。

【問題点】
 HOSE上場企業のうち、FOLを49％超に引き上げたのはわずか8社（2016/10現在）。

 その理由としては、ア）具体的にどんな事業が上記①②に該当するかについての詳細なガイダンスが示されて
いないこと、イ）投資法上の「外資企業」（外資比率51％以上）になることに伴い、制度上、ビジネス上
様々な問題が生じうること等が挙げられている。（出所：StoxPlusレポート Oct.2016)

【要望】
 上記①②の事業分野等に関する関係省庁による詳細なガイダンス発出。
 一つの企業が複数の事業を営んでいる場合の外資保有割合は「最も低い数値」を適用するのではなく、
「最も売上（または利益）の大きい事業」に係る外資保有割合を適用すべき。

 より多くの業種でFOLが撤廃される方向での証券法令の見直しと、「外資企業」に対する様々な制約
の見直し（ex.上場企業は「外資企業」の適用除外とする等）。 22



要望2-３. 仲介業者（引受証券会社）の育成、国内投資家層の拡大

【現状】
 ベトナムにおいてはIPOやPOの際に証券会社が果たす役割は極めて限られている。
 国内の機関投資家も未発達。個人による証券投資も不活発。

【問題点】
 ベトナムにおいてBook Buildingを行う際には、適切な発行条件設定能力、投資家への販売力、十分な
財務基盤等を兼ね備えた「中核的証券会社」が必要だが、現状、国内の証券会社がそうした役割を果
たせるか疑問。

 一方で、SOEのIPO/上場に関しては、証券会社等に適正なFeeが支払われていないとの指摘もある。
 機関投資家や個人投資家層の育成も不十分。

【要望】
 証券業界の集約化や外資導入（海外の証券会社との資本業務提携等）を進め、複数の中核的証券会社
を育成すべき。

 引受手数料の適正化も必要。
 年金基金等の育成や、個人投資家育成のための投資教育も必要。

23



要望３-1. 国家資本の売却実施状況の監視機能の強化

【現状】
 昨年末に公布されたDecision58/2016により、①国家が過半数株式を保有できる業種が削減されると
ともに、②240社の100％SOEについて、2020年までに、株式化するとともに各企業毎に同政令に定
められた割合まで国の株式保有比率を削減するロードマップを作成し実行する、③既に株式化を実施
した又は実施中の企業についても②と同様とする、等が定められた。

【問題点】
 上記首相決定の内容は確かに大きな前進ではあるが、重要なことは”Implementation”が伴うかどうか。

【要望】
 各SOEとLMにより国家資本削減のロードマップが適切に作成され実行されているかどうかを監視し、
合理的理由なく実行を遅延させている者に対し厳しいペナルティを課すとともに、制度等に不備があ
る場合は担当省庁に改善策の実施を建議する機能を有する首相直轄の強力な監視機関が必要。
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要望３-２. 株式市場における不公正取引等の監視機能の強化

【現状】
 証券法（2006制定、2010改正)及び関係政令等において不公正取引（株価操作、インサイダー取引
等）に関する規定はあるものの、その監視、摘発等に関するSSCや取引所の機能は不十分との指摘が
ある。

【問題点】
 不公正取引の監視、摘発等に関するSSCの権限、能力が不十分との指摘あり
 証券取引所にもSRO(Self-Regulatory Organization）として売買状況の監視等を行う機能を法令によ
り付与すべきとの指摘あり

 他方、不公正取引に関する現行法令の規定が抽象的過ぎ、このままでは不必要に証券取引を委縮させ
かねないとの指摘もある（ex.インサイダー取引）

【要望】
 SSCの取引監視機能、不正取引の摘発機能の強化（証券法等の改正）
 証券取引所をSROとして位置付け、柔軟な取引ルールの策定・変更や市場監視機能を強化（同上）
 不公正取引に関する規定の充実（ex.インサイダー取引の適用除外規定の創設等）（同上）
 SSCによる法令解釈指針の公表
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Xin cảm ơn
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