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1 チェックリスト  
以下は会社を登記してビジネスを行う場合に法律上行わなければならない事項のチェックリ

ストです。 

✓ 住所を定める 
会社にはミャンマーにおける住所が必要で、その住所を DICAに登記しなければ
なりません。登記された住所とは異なる場所で事業を行う場合にも DICAへ通知す
る必要があります。 
 

✓ 会社の登記簿や記録を揃えておく 
株主や取締役、並びに秘書役の登記簿といった、法律によって義務付けられた会

社の主要関係者の登記簿を常に最新のものにしておかなければなりません。また、

会社の行う様々な取引き、財務状況や経営状況を正しく記録し説明する財務記録を

整備しておく必要があります。もし法律で必要とされている場合には、監査を受け

た財務諸表を準備し、公開会社の場合は DICAに財務報告書を提出しなければなり
ません。 
 

✓ 取締役を通知する 
取締役（及び、任命されている場合は秘書役）の氏名、生年月日、性別、国籍、及

び現住所を DICAに通知しなければなりません。変更があった場合にも DICAに通
知する必要があります。  
 

✓ DICAに各種変更を届ける 
新しい株式を発行する、株式を譲渡する、株主や取締役が交代する、会社定款を変

更する、会社名を変更する、登記した事務所の住所を変更する等、会社の詳細に関

して変更がある場合には DICAに通知しなければなりません。このような変更通知
には期限が設けられており、遅延した場合には遅延手数料が課されます。  
 

✓ 年次報告書を毎年提出する 
毎年一回、MyCO（電子登記簿）へ登記されている情報が正しく最新のものである
事を確認すると共に、年次報告書を提出する必要があります。年次報告書の提出は

すべての会社に義務があり、提出を怠った場合は DICAへの登録が中断或いは抹消
されることがあります。  
 

✓ DICAに手数料を払う 
DICAでは会社登記や各種書類提出の際に手数料を払ってください。手数料は会社が
払わなければなりません。変更に関しての通知が遅れた場合には遅延手数料を頂く

ことになります。  
 

✓ 取締役の義務を果たす  
会社の取締役は、注意と相当な配慮（善管注意義務）をもって（自分個人の利益で

はなく）会社の最善の利益の為に行動しなければなりません。取締役は会社、株

主、及び債権者も含めた様々な関係者の利害を優先しなければなりません。また、

取締役としての立場や取締役として得る情報を適正に活用しなければならず、個人
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の利益のために会社に損害を与えてはなりません。取締役はミャンマー会社法と会

社定款を順守し、会社の支払能力を確保しておかなければなりません。  
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2 会社の登記 
ミャンマー会社法（2017年）（以下、会社法）に基づいて登記された会社は、ミャンマー
で事業を行うことができます。投資企業管理局（以下、DICA）が「登記官」として会社を
登記し、会社が会社法を遵守するようにする責任を持つ政府機関です。   

DICAに登記された企業は、州や地域の政府で登記をしなくともミャンマー全国でビジネス
を行なうことができます。 

2.1 会社の主な特徴 
登記された会社には、いくつかの特徴があります。独立した法人格を持ち、法律の下に固有

の権利を持った存在で、例えば契約を結ぶ、お金を借りる、資産を売買するといったよう

な、人（自然人）とほぼ同様のことが出来ます。 

具体的な特徴としては以下のものが挙げられます。 

• 株主や取締役といった個々人とは独立した法人格を持つ。  

• 清算、または登記抹消をされるまで法的に存在し続ける。 

• 自然人と同様の能力と権限を持つ。 

• いくつかの特権が与えられる。（例：法人税率、有限責任） 

• 自らの名前（商号）で、契約の当事者になること、裁判にかける又はかけられるこ
と、資産を売買することができる。  

• 会社の目的の為に使用する資金や資産を所有することができる。 

• 法人、その株主、及び、取締役の権利と責任を定めた法的に拘束性のある諸規則を
含んだ定款に従って統治される。  

2.2 会社を設立するメリット 
❖ 有限責任 

有限責任性は会社設立の大きなメリットです。有限責任会社の株主は 会社の負債に対する
責任を負う必要はありません。但し、会社が清算手続きに入る時点で出資金の未払い分があ

る場合には、清算人にその未払い分を支払う責任があります。   

このように、仮に会社が負債を返済することが出来なくなり倒産する場合には、有限責任と

いう制度によってその会社の所有者や株主が守られることとなります。その場合、会社自身

がすべての義務と負債への責任を負うのです。 

これに対して、個人事業主やパートナーシップで事業を行う個人は常にリスクにさらされ、

事業資金で返済することが出来ない負債に対しても個人的に責任を持たなければなりませ

ん。  

❖ 会社の継続性 

会社は清算されMyCO（電子登記簿、第 8章ご参照）の登記が抹消されるまでは存在し続け
ることが出来ます。株主や取締役が変わっても存在し続けます。 
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これに対して、個人事業主の場合は、その人が死亡した場合、あるいは、その人が事業をや

めた場合には事業主体が消滅することになります。同様に、パートナーシップもパートナー

の引退や死亡によって消滅します。 
 
❖ 株式の譲渡性 

会社定款や会社法で制限されている場合を除き、会社の株主は所有する株式を売ることが出

来ます。これにより会社を売ること又は会社の所有権を他の人に譲渡することが、他の事業

形態よりも容易にできます。 

これに対して、個人事業主が行う事業は、事業にかかわる資産や負債が個人の名前になって

いるため、譲渡することが困難です。パートナーシップの場合は通常譲渡することはでき

ず、パートナーシップを解消することが必要となります。 

❖ 市場での信用 

会社は国際的に認められたビジネス形態で、個人事業主よりもより高い信用力があります。

多くの事業は個人事業主として創業されるかもしれませんが、業務が軌道に乗ると通常は会

社形態に格上げします。 

これに対して、個人事業主やパートナーシップは国際的には会社ほど使用される事業形態で

はありません。  

❖ 株主による支配 

株主は日常の経営には関わりませんが、会社の所有者として一定の重要な決定を行うことが

出来ます。通常の会社経営は取締役が行います。  

小規模な会社の場合は、株主が取締役であることが多々あります。大きな会社では、通常、

株主は取締役とは異ることが多く、日々の経営に口を出すことはありません。  

株主が行う重要な判断の一つが取締役の選任や解任です。これにより、株主は、日々の経営

に関係することなく、会社の究極的な支配が可能となります。 

2.3 登記可能な会社形態  
会社法の下では三つの主要な形態の会社を登記することができます。それは、有限責任株式

会社、有限責任保証会社、無限責任会社です。  

❖ 有限責任株式会社（非公開、又は、公開） 

有限責任株式会社では、株主1の資金的責任は所有する株式に支払う金額に限定されます。

これはミャンマーでも国際的にも最も多く使われる事業形態です。  

有限責任株式会社には非公開会社と公開会社があります。 

• 非公開会社は、（従業員を除いた）株主が 50名以下で、株式や他の有価証券を
一般の人達に売り出すことはできず、定款で株式の譲渡を制限することが出来ま

す。 

                                                           
11 英語では「member」と呼ばれます。 
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• 公開会社は、非公開会社の条件が当てはまらないもので、一般に株式を売ること
ができ、株主の数にも制限はありません。  

❖ 有限責任保証会社 

有限責任保証会社では、社員2の責任は、会社精算時に会社の資産が負債をすべて支払うの

に充分でない場合でも、事前に引き受けることを保証した金額が上限となります。メンバー

が保証するこの金額は、通常会社定款に明記されます。  

❖ 無限責任会社 

無限責任会社では無限責任社員3の資金的責任に制限はありません。そのため、会社清算時

に会社がその負債を全額支払うことが出来ない場合には、残りの負債に対して責任を負わな

ければなりません。このような形態が使われることはあまりありません。 

  

一人取締役一人株主会社とは？  

会社法の下では、民間の会社は最低一人の株主と一人の取締役で設立することができます。

この取締役はミャンマーに通常居住しなければなりません。この取締役と株主が同一人物と

いうこともあり得ますから、一人で会社を作り登記することが出来ます。  

この会社の一人取締役兼株主は会社を経営する責任があり、会社の全ての権限を持つ事にな

ります。別の取締役を任命することも可能ですが、その場合には任命したことを記録し署名

をする必要があります。 

取締役兼株主が一人であっても、会社経営の決議事項について書面で記録を残しておく必要

があります。もしあなたが取締役兼株主なら、決議の書面を作り署名しておいて下さい。 

そのような会社であっても、他の会社と同様、会社法上の他の全ての必要事項が適用されま

す。例えば、会社の詳細について変更があった場合には DICAに通知していただく事、毎年

年次報告を提出していただく事も必要です。（詳しくは第６章をご覧下さい。）   

2.4 小規模会社 
中小企業に対して規則に関する負担軽減を行う為、会社法では「小規模会社」と定義された

会社への特別な免除措置が定められています。「小規模会社」の定義は公開会社あるいは公

開会社の子会社ではなく、かつ、以下の二つの条件を同時に満たす会社であることです。  

• 子会社を含めて従業員が３０人未満であること。 

• かつ、子会社を含めて前年の総売上額が 5千万チャット未満であること。  

小規模会社は二種類の特別な免除措置を受けることが出来ます。   

一つ目は、毎年一回の株主総会を開催する必要がないことです。総会を開催する代わりに、

書面で株主の決議を採択することが出来ます。   

                                                           
2 有限責任株式会社と同様、英語では「member」と呼ばれますが、日本の会社法にある合名会社等の
持分会社に合わせてここでは「社員」としました。 
3 こちらも英語では「member」です。 
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二つ目は、監査を受けた財務諸表を毎年作成する必要がなく、DICAに提出する必要もない
ことです。しかし、会社の正しい財務状況を判断する為に必要な、適正な財務記録や帳簿は

作成しておく必要があります。  

但し、DICA或いは株主が必要とした場合、または、会社定款で定められている場合には、
年次株主総会の開催や、監査を受けた財務報告書の作成が必要となります。  

2.5 外国会社  
ミャンマー で登記されている会社であっても外国人の株主がいることがあります。もし、
直接または間接的に会社株式の 35％を超えて外国人が所有している場合、その会社は「外
国会社」とされます。   

この様に外国会社は所有率のみで定義されており、会社法上は特権も制限もありません。会

社法では、外国会社は他の会社と同様の法律遵守義務が課せられます。   

会社が外国会社になった場合も、逆に、外国会社ではなくなった場合にも、DICAに通知し
なければなりません。又、毎年の年次報告では外国会社であるかどうかを記載しなければな

りません。  
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3 会社の所有 

3.1 株主と取締役の役割 
会社の株主は、他の株主4と共同でその会社を所有しています。株主は会社に出資した見返

りとして株式を持っており、その会社の投資家です。同時に取締役を務めている場合や会社

定款で許されている場合を除いて、株主は会社経営には関わりません。  

非公開会社は最低一人、（会社の従業員以外で）最大 50人が株主になることができます。
公開会社の株主は最低一人となっていますが、その人数には上限はありません。  

株主は取締役になることもできますが、それは義務ではありません。取締役は会社の事業の

経営に責任を持ちます。小規模会社では株主が取締役になることが多いですが、大規模な会

社や公開会社では株主とは別に取締役を定めるのが普通です。   

3.2 会社の株主になる事 
個人あるいは法人は二つの方法で会社の株主になることができます。 

• 一つは、会社登記の際に株主として名簿に載せられる場合です。株主となる事に合
意したすべての人と法人の名前、国籍、生年月日、住所が会社登記の申請書に記載

されます。 

• 更に、会社の株式を取得することによって、既に登記されている会社の株主になる
ことも出来ます。その場合、会社は株主になった人や法人の名前、国籍、生年月

日、住所を DICAに届け出なければなりません。これらの内容が変更された場合に
も、DICAに届け出る必要があります。  

3.3 株主の権利と責任  
会社の所有者として、株主には会社法と会社定款に定められた権利と責任があります。  

但し、会社の所有者ではあるものの、会社の資産を所有しているわけではありません。それ

は、会社が法律上株主から独立した存在で、その資産は会社が所有するものだからです。逆

に、株主は会社の負債に個人的に責任を負うものではありません。株主が会社に負う負債と

なるのは、株式に対する支払がすべて行われていない場合の残りの金額だけです。   

株式への支払いは全額でも一部だけ行うこともできます。会社は株式を発行する際の条件や

株式に関する権利や制限事項を定めることが出来ます。株主は会社定款や株式発行の際の条

件を見れば、その株式所有による権利と制限事項を理解することが出来ます。  

株主は総会で株式の持分に応じて投票することが出来ます。また、会社が払う配当や分配を

受け取る権利があります。会社が清算される場合には、その会社がすべての負債を支払った

後に残る資産を、持分に応じて分配を受ける権利も持っています。定款で、株式の種類によ

って異なる権利を定めることも可能です。  

                                                           
4 会社の形態毎に日本語では「株主」「社員」「有限責任社員」と呼び方を変えましたが、英語では
すべて「member」で、以下、代表的なものとして「株主」と訳します。 
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定款に定めがある場合や取締役を兼ねている場合を除いて、株主は会社の事業や業務（例え

ば、DICAに書類を提出すること）に関わる権利はありません。.   

会社定款とは？ 

会社定款は、株主の権利と義務を定めるなど会社がどのように統治されるかを規定した重要

な書類です。会社法の下では、会社定款は会社と株主の間の契約としての法的効力を持ち、

すべての株主に法的拘束力を持ちます。  

会社の株主になる者は、会社定款に定められているすべての項目に従うことを合意したとみ

なされます。会社定款を破った場合には法的な責任が生じることになりますので、株主は会

社の定款を注意深く読み、その内容を良く知っておく必要があります。  

3.4 株主の議決権 
株主は株主総会での決議への投票を通じて会社についての重要事項を判断することが出来ま

す。この議決権は株主にとって最も重要な権利の一つです。  

株主は通常一株につき一票を持っているので、株をどれだけ持っているかによってその会社

への支配力が決まります。例えば、ある会社の株式が千株発行されていて、その内 750株を
持っている株主なら、株主総会での投票数の内 75%を持っていることになります。 

株主が決議できる判断事項は以下のようなものです。 

• 会社の商号を変更すること 

• 定款を変更すること 

• 取締役を任命又は解任すること 

• 会社の資本金を変更すること（例えば、資本金の減額、自社株の買戻し）  

• 公開会社の場合、会社の主たるビジネスを売却、処分する、又は、取締役が支払う
べき債務を負担すること  

• 会社を清算し、清算人を任命すること 

異なる株式の種類を定めることにより株主総会での決議の際に異なる権利を認めることが出

来ます。会社は投票権がある株式と、投票権の無い株式を発行することができます。ですか

ら、株主になる際には、その株式の発行条件を注意して読んでおく必要があります。   

3.5 株主決議  
株主は株主決議で決議することによって会社の判断を下すことが出来ます。会社法には、二

種類の株主決議が定められています。  

• 特別決議：議決権を持っており会議に出席している株主の最低 75％の合意によって
可決されるもの。 

• 普通決議：議決権がある出席者の内、過半数によって可決されるもの。 

会社法ではこれら二種類の決議それぞれが適用される事項を以下のように定めています。   
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普通決議の例 特別決議の例 

• 取締役の任命或いは解任 • 会社の商号の変更 

• 監査役の任命 • 会社定款の変更 

• 財務報告書の承認 • 会社形態の変更 

• 取締役への報酬・利益の供与の承認   • 資本金の減額又は自己株式の買戻し
の承認 

• 会社法上特別決議を要しない決議 • 優先株発行の承認 

3.6 株主総会 
株主総会は、株主によって決議される重要事項を提出するために招集されるものです。株主

には総会開催の告知を事前に受け取る権利があります。非公開会社の場合は最低 21日前、
公開会社の場合は最低 28日前に総会の告知がなされなければなりません。  

会社の取締役は総会を開く権限があります。また、10%以上の株式を持つ株主は、取締役に
対して株主総会を開催するよう要請することができます。   

会社法では三つの種類の総会を定めています。 

• 年次総会は、会社設立後 18ヶ月と、その後は毎年（暦年で）一回開催されなければ
なりません。年次総会では通常、取締役の選任を、そして、必要とされている場合

には年次財務報告書、取締役報告書及び監査役報告書を用意し、年次総会で株主に

発表しなければなりません  

• 臨時総会は株主によるその他すべての総会を指します。  

• 創立総会は有限責任保証会社が設立後 28日以上 6ヶ月以内に開催しなければならな
いものです。  

書面決議とは？  

株主が一人の会社では株主総会を開く必要は無く、株主決議を書類に記載し署名することで

決議をすることが出来ます。 

また、非公開会社ではすべての株主が決議案の書類に署名すれば株主総会を開く必要はあり

ません。すべての株主が署名すれば決議案が可決されたとみなされます。    

3.7 株主の他の権利 
❖ 株主名簿の閲覧  

株主は株主名簿を無料で閲覧することが出来ます。株主名簿は登録された会社の住所或いは

主たる事業所で保管され、各株主の詳細情報、所有株式数、払い込み済み額といった情報が

記載されています。  

❖ 会社が維持する他の記録書類の閲覧 
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更に、株主は法律によって保管することが義務付けられている他の記録書類も無料で閲覧す

ることが出来ます。ここで言う記録書類には、会社に届け出られている利害関係や会社から

提供されている報酬等に関する詳細が記載された取締役と秘書役の名簿も含まれます。  

株主は、また、担保に出されている財産の詳細と担保の関係者の名前が記載された譲渡抵当

や債券の目録のような（法律で定められた）他の書類も閲覧することが出来ます。  

❖ 株主決議や議事録の閲覧 

会社はすべての株主決議や総会の議事録を保管しなければなりません。株主はこれらの議事

録や株主決議を無料で閲覧することができ、また、写しを請求することもできます。  

❖ 会社定款の写しの請求  

株主は会社に会社定款の写しを請求することができ、会社は請求後 14日以内にその写しを
送付しなければなりません。 

❖ 会社の財務諸表の受領 

監査を受けた財務諸表を作成することが義務付けられている会社は、これらの書類をすべて

の株主に送付し、その写しを登録された会社住所に保管して年次株主総会前の最低 21日間
閲覧できるようにしておかなければなりません。      

❖ 配当の受領 

会社によっては株主に配当を行うことが出来ますが、その場合、株主は株式発行時の条件に

従って配当を受ける権利を持っています。会社の定款に、株主に対する配当の条件が定めら

れることもあります。  

株主と取締役の違いは何か？ 

会社の株主は他の株主と共に共同で会社を所有しています。これに対して取締役は会社のビ

ジネスの管理運営を行う責任があります。 

取締役は自分自身の個人的利益に反する場合であっても会社にとって最善の利益になる様に

行動しなければなりません。株主は一般に自分の利益を考えて自由に行動することが出来ま

す。 

取締役は更に法律の下でいくつかの義務があります。例えば、関連する個人的な利害を明ら

かにすることや、自らの地位を悪用しないこと、無謀なビジネスを行わないこと、といった

ことです。株主はこのような義務は負わず、株式に対する代金の未払い分がある場合にその

代金の支払い義務があるのみです。 

すべての会社では最低一人の株主と、非公開会社の場合は最低一人の取締役、公開会社の場

合は最低三人の取締役が必要とされています。   

取締役は株主であることもでき、これは小規模企業では一般的です。小規模企業では取締役

が一人で、その取締役が同時にただ一人の株主であるということもあります。取締役が株主

でない場合は、その役割は、会社を所有することなく、会社のビジネスを管理運営する事と

なります。 
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4 会社の経営  

4.1 取締役とは？ 
取締役とは会社のビジネスを管理運営し会社に方向性を与えるために任命、又は、選任され

る人です。取締役は会社定款と会社法やその他の関係する法律に沿って会社のビジネスを管

理運営しなければなりません 

取締役は会社の日々のビジネスを行う責任があり、同時に株主である場合も、そうでない場

合もあります。取締役は会社、株主、会社と取引を行う他の人達に対して責任を負います。

取締役は会社の最善の利益になると信じるところに従って、すべての場合において合理的に

期待され得る注意を持って行動しなければなりません。 

取締役の責任の範囲には、方針を決定し実行することや意思決定を行なうこと、DICAその
他政府機関への届け出を行なうこと、年次株主総会等の株主総会を招集すること、法律に定

められている会社の記録を維持管理することが含まれます。このように、取締役は会社法と

会社定款の下で多くの法的な義務と責任を持っており、このような義務と責任の内容を理解

しておく必要があることに注意してください。 

4.2 取締役に関する必要事項  
会社法の下では、非公開会社には最低 1名の取締役が、公開会社の場合には最低 3人の取締
役（そのうち 1名はミャンマー国民であること）が必要です。取締役の数に上限を設ける場
合は通常会社定款に規定されます。この上限を変更するには、特別決議を採択して会社定款

を変更する必要があります。   

取締役の内、最低 1名はミャンマーの通常居住者でなければなりません。このミャンマー通
常居住者というのは、ミャンマー永住者、又は 12ヶ月の内最低 183日ミャンマーに滞在す
る人ということです。  

会社法では取締役の資格として以下の最低資格要件を規定しています。 

• 18歳以上の自然人であること。 

• 健全な精神を有していること。 

• 会社法やその他のいかなる法律によっても取締役として不適格であるとされている
者ではないこと。 

• 債務未返済の破産者ではないこと。 

会社は取締役に関する追加の資格要件を会社定款に定めることが出来ます。例えば、会社の

株式を持つこと、といったものが考えられます 

4.3 取締役の任命 
会社設立当初の取締役は会社を登記する人（達）によって選ばれ、会社登記の申請に記載さ

れます。それ以後の取締役は年次総会の普通決議又は書面による決議によって通常選任され

ます。一人株主も兼ねる取締役は書面決議により他の取締役を任命することができます。 

取締役はすべて任命前に書面による同意を提出しなければなりません。  
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取締役は社長を任命することもでき、社長に取締役と同等の権限を与えることもできます。

法律上は社長を任命することは義務ではありません。   

取締役が会議に出席することが出来ない場合には、他の取締役の同意を得れば、一時的に代

理の取締役を任命することが出来ます。その場合、会社に書面で代理取締役の任命を通知し

なければなりません。 

また、取締役は会社の秘書役を任命することが出来ますが、義務ではありません。秘書役は

18歳以上の者でなければなりません。  

4.4 取締役の辞任、退職、解任  
取締役は書面を提出することにより、いつでも辞任或いは退職をすることが出来ます。任命

時点で本人の合意が必要であるため、辞任や退職を希望する場合は職務の継続を強制される

ことはありません。  

会社の株主は普通決議により取締役を解任することができ、別の取締役を選任することも出

来ます。株主で解任された取締役を取締役会で再任することはできません。 

公開会社では、会社定款に異なる規定がない限り、年次株主総会において、毎回、取締役の

三分の一が一旦退かなければなりませんが、再任を求めることができます。   

会社法の下では、取締役は下記の場合に解任されます。:   

• 会社定款に規定されている場合に、規定された最低限の株式を取得することが出来
なかった場合。  

• 裁判所によって健全でない精神を持っていると判断された場合、又は、破産と判断
された場合。  

• 命じられた後 6ヶ月以内に株式の代金を支払う事が出来なかった場合。 

• 取締役会の承認を得ず、又は、代理取締役を任命することなく、取締役会に 3回続
けて欠席した場合、或いは、３ヶ月間に一度も取締役会に出席しなかった場合。 

• 会社法或いは会社定款に定められた資格要件を一つでも失った場合。 

これらの場合以外でも、取締役を解任できる事由を会社定款に規定することも可能です 

4.5 取締役の権限  
取締役は会社の経営と会社のビジネスの管理運営をする責任を持っています。取締役は会社

のビジネスに関する判断をし、会社の業務に指針を与え監督します。  

会社法は取締役にビジネス遂行上で必要なすべての権限を与えています。この権限にはお金

を借りること、株式を発行すること、契約を結ぶこと、法的手続きを行なうこと、従業員を

雇用すること、会社の財産を担保とすること、が含まれます。.    

取締役は取締役会の決議によりこれらの権限を遂行することが出来ます。会社法により、新

株を発行すること、株主に支払う配当金の額を決定すること、（会社定款で定められている

場合には）株式の譲渡を承認することといった場合には、取締役会決議が必要とされていま

す。  
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4.6 取締役の法的義務  
取締役には会社のビジネスに関して広い権限が与えられているため、会社法では、取締役が

適性に会社の最善の利益を考えて行動する様に、様々な法的義務が課せられています。  

 
 

取締役はどのように会社法上の義務を遂行することができるか？  

これらの義務を遂行するために、取締役がしなければならない事は以下の通りです。 

✓ 会社の業務を遂行するに際には誠実にかつ注意深く行動すること。 

✓ （たとえ自分の個人の利害に反する場合であっても）会社の最善の利益を考えることも
含め、会社、株主、債権者の利益を優先すること。 

✓ 会社法、会社定款に規定された義務を理解し、判断を下す際にそれらを守ること。 

✓ 会社の財務状況や業績を把握し、負債の支払いを期限内に行わせ、適正な財務記録を維
持し、果たすことができない義務を会社に負わせないこと。 

✓ 会社の債権者に損害を与える重大なリスクを負わせる可能性が高いようなビジネスを行
う事は許さない、或いは、合意しないこと。 

✓ 立場上知り得た情報は適切に使用し、会社に損害を与えないようにすること。 

✓ 自分個人との利害の衝突を避け、取締役会の決議に影響を与えるような関連する自分自
身の利害を開示すること。 

注意と相当な配慮を持って行動
すること

会社の最善の利益のために善意
をもって行動すること

地位や情報を不適切に使用しな
いこと

法律と会社定款に従うこと

無謀な取引を避けること

会社が果たせないような義務を
負わせないこと

個人の利害を会社に開示するこ
と
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4.7 取締役としての義務を遂行できない場合 
取締役は自分自身も会社法が定める義務を果たすよう心掛け、また、会社も確実に法的義務

を果たすようにしなければなければなりません。会社法では、会社が定められた義務を果た

さなかった場合、取締役に対して罰則を科しています。  

会社法で定められた義務に違反した場合、その義務の不履行に関わったすべての取締役やそ

の他の人は一人当たり１千万チャットの罰金が科せられます。更に、その不履行に故意に関

わった取締役には以下も適用されます。  

• 当該不履行が不正行為を伴う場合には、罰金が追加される。  

• 一定期間、取締役として行動する資格を喪失する。  

例えば、配当金支払に関して会社法の規定に従わなかった場合、故意にその行為を許した取

締役はすべて一人当たり５０万チャットの罰金が科されることがあります。もし会社が配当

金を支払った後に破産した場合には、故意に配当金の支払いを許した取締役は全員、債権者

からその債権支払いを求める裁判を起こされることがあります。  

したがって、取締役は、会社の報告やその他の義務の遂行を業者に委託した場合であって

も、会社法に定められた法的義務を理解しておくよう心掛けなければなりません。  

4.8 その他の役員 
取締役に加えて、会社法ではその他の役員に対する法的義務も定めています。会社の役員と

は会社のビジネス全体又は相当な部分に影響を与える意思決定を行う又は意思決定に参加す

る者、又は、会社の財務状況に大きな影響を与えることが出来る者を含みます。これには取

締役会に正式に任命されていない上級管理職が含まれることもあります。会社が会社法上の

義務を遂行することが出来なかった場合には、役員も責任を問われる場合があるのです。  

取締役の役割と責任 
取締役は、会社のビジネスの経営に責任を持つ人です。  

会社には最低１名の取締役が必要です。大きい企業には会社経営に共同で責任を持つ取締役

が数多くいます。全員を総称して「取締役会」と呼ばれることが多くあります。 

取締役の役割 

取締役の仕事は会社のビジネスを経営することです。会社法に加えて、会社定款でも取締役

の権限と職務を規定していることがあります。その中心は会社の業績を常に把握している事

です。  

取締役は、自分の行動がどのように会社に影響を与えるかを考えなければなりません。多額

の資金が関係する場合には、特にそうです。取締役として取締役会には積極的に参加しなけ

ればなりません。ビジネス上の事柄について管理職や社員に質問をする必要があるかもしれ

ません。判断を下す際に詳しい情報が必要な場合には、専門家のアドバイスを求めなければ

ならない場合も出てくるでしょう。 

法律で定められた義務 
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取締役や役員の義務には以下のものが含まれます。 

• 会社に関する意思決定をするにあたっては常に誠実に注意深く行うこと 

• 会社がしていることを理解し財務状況を把握しておくこと。 

• 会社が負債を期限までに支払う様にすること。 

• 会社が財務記録を適正に行う様にさせておくこと。 

• 自分個人と利害が対立した場合であっても、会社、株主、債権者の最善の利益を考えて
行動すること。  

もし取締役として業務を遂行するに当たって個人的に利害が相反する可能性がある場合に

は、その事を取締役会で開示しておく必要があります。 

このようなルールは会社法に取締役の法的義務として定められています。会社法は取締役が

どのように業務を遂行するべきか、どのように会社のビジネスを経営することが求められて

いるかを定めています。会社の役員も、会社が会社法で定められたすべての義務を守るよう

にする責任があります。  

仮に誰かが「何もしなくて良いから、同意書のここに署名だけしてくれ。」と約束しても取

締役や書記役に任命されるようなことは避けなければなりません。このような役割を引き受

けた場合には法的な責務を負わされることになるからです。取締役や書記役になる事に同意

するのであれば、法的な義務を理解し、それを実行する意思も能力もなければなりません。 

会社に対する責任 

会社には独立した法人格があります。つまり、法律の下に個人とは独立した法人格を持った

組織で、人ができることのほとんどを行なうことが出来ます。例えば、契約を締結するこ

と、お金を借りること、財産を売買することなどが出来るのです。 

会社の取締役になった場合には以下の事を忘れないでください。 

• 会社は、そのビジネスの財産を持っていること。 
• 会社は通常負債を返済する義務があること。 
• 会社に投資されている資金（オーナーや株主が株式を購入することで行った投資、或い
は、会社への融資）は、すべて会社のものであって、適正な目的に使用しなければなら

ないこと。 

会社の不動産や財産、資金を自分個人のもののように扱ってはいけません。これらはあなた

の物ではなく、会社の物です。 

取締役は常に誠実に会社の最善の利益を考えて権限を行使し、行動しなければなりません。

例えば、従業員、顧客やサプライヤーとの関係、環境、会社の評判に与える影響も含め、取

締役会の決定が与える長期的な影響を考慮し、また、株主の間でも適正に行動する必要があ

ります。  

影の取締役 

正式に取締役に任命されていなくても、取締役と同様の責任と義務が課せられる場合もあり

ます。例えば、会社のビジネスで取締役であるかの様に行動した場合や、取締役に対してど

のように意思決定をすべきかを指示した場合には、あなたは「影の取締役」とみなされま

す。 
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正式な取締役ではなくても、影の取締役も取締役の義務に関わる法律違反についても責任を

問われることがあります。  
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5 会社の義務 
会社法にはビジネスに関する事項や企業統治に関連した詳細な規定が定められています。こ

の章では会社に求められる最も一般的な事項を紹介します。  

5.1 事務所の登記と商号の使用 
すべての会社は DICAからすべての連絡や通知を行うことができる事務所をミャンマー国内
に定めて登記しなければなりません（141条）。もし登記された住所で業務を行わない場合
には、その住所にいる人に、その場所を会社の登記上の事務所とすることについて同意を得

ておく必要があります。 

会社は、その商号を下記の様に正しく表示しなければなりません（143条）。 

• 会社がビジネスを行うすべての事務所又は場所で、気が付きやすい様に、かつ、読
み易い字で表示する。 

• 会社のすべての届出（DICA向けも含む）、広告、その他の正式な出版物、請求書、
領収書、公開文書に表示する。 

• 社印を使う場合は、その社印に表示する。 

5.2 会社の登記簿と書類の整備 
DICAへ書類を提出することに加えて、すべての会社は登記簿や記録を最新のものに整備し
ておくことが要求されています。  

法律で会社が維持しなければならないとされている登記簿や記録とは以下のものを指しま

す。 

❖ 株主名簿（90条）  

株主名簿には、すべての株主の名前、住所、国籍、所有する株式の数と種類、株主

となった日付、株主でなくなった日付が含まれなければなりません。この名簿には

株主それぞれが株式に対して払い込んだ金額、全額払い込んだかどうか、更に、未

払いの金額も記載しなければなりません。（注意：会社がオプション、社債、その

他の有価証券を発行した場合には、その所有者の名簿も必要です。） 
 

❖ 取締役及び秘書役の名簿（189条） 

この名簿にはすべての取締役の氏名、生年月日、居所、国籍、職業、他の会社の取

締役を務めているならその事実、を記載しなければなりません。取締役が持ってい

る個人的な利害関係や、会社から提供されている（報酬や融資などの）利益のすべ

ても記載してください。これらは、会社の秘書役や、もし代理取締役がいる場合に

はその人の氏名、生年月日、居所、国籍、職業、他の会社の取締役の兼務について

も同様に記載する必要があります。  
 

❖ 会議の議事録と決議（157条） 
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会社はすべての株主総会と取締役会の議事録と決議を保管しておかなければなりま

せん。これらの書類は総会や会議、決議が行われた後 21日以内に記録され、議長又
は権限のある取締役によって署名されなければなりません。 
 

❖ 会社定款（11条、17条、23条） 

会社は会社定款の写しを保管しておかなければなりません。会社定款は株主と会社

を法的に拘束するもので、株主総会の特別決議のみによって変更することができる

重要な法的書類です。すべての変更は会社定款に反映されなければなりません。  
 

❖ 会社財産への抵当権と担保権の登記簿（247条） 

会社の財産に抵当権や担保権が設定されている場合には登記簿に記載しておくこと

が必要です。登記簿には、抵当権や担保権が設定された財産の詳細、設定額、設定

者の名前が含まれていなければなりません。  

これらの登記簿や会社の記録は、登記された会社の事務所または主たる事業所、或いは、登

記簿を保管するために選任された者の事務所で保管されなければなりません（95条）。   

注意：会社法によってすべての会社は登記簿や記録を保管しなければならないと定められて

います。会社の株主、取締役、その他の詳細情報が DICAに保管されているからといって、
自社の登記簿や記録を保管しなくて良いということにはなりません。これに従わなかった場

合には罰金が課されます。 

5.3 年次報告の提出 
すべての会社は、登録日から 2ヶ月以内、以後毎年（登録記念日から 1ヶ月以内）年次報告
書を DICAに提出しなければなりません（97条）。  

年次報告書の提出期限が来ると DICAから会社に通知が来ます。期限までに年次報告書が提
出されない場合には会社の登記が中断され、それが 6ヶ月以上続くと DICAの登記簿から抹
消されることがあります（430条）。 

5.4 年次株主総会を開催する 
小規模企業に該当しないすべての会社は年次株主総会を年一回開催しなければなりません

（146条）。  

会社は登録日から 18ヶ月以内に最初の年次株主総会を開かなければなりません。その後
は、最低年一回、前の総会から 15ヶ月以内に次の年次株主総会を開かなければなりませ
ん。 

この株主総会で話し合われる事項には、取締役の選任、（報告が義務付けられている場合）

年次財務報告、取締役報告、監査役報告の審議、（必要な場合）監査役の選任、が含まれま

す。  

年次株主総会の他にも、例えば会社の名前や定款を変更するために臨時株主総会と呼ばれる

株主の会議を開催することができます。 
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すべての公開会社と株式資本を有する有限責任保証会社は、会社登録から 28日以降 6ヶ月
以内に創立総会とよばれる株主の総会を開催する必要があります（148条）。会社は創立報
告書を作成し、創立総会の 12日以上前にすべての株主に送らなければなりません。  

5.5 財務記録と報告 
すべての会社は財務状態や業績が正しく記録し説明されている最新の財務記録や会計簿を維

持しておかなければなりません。財務記録は正確な財務諸表を作成し必要な場合に監査がで

きるようにしておくために必要なものです。 

財務の記録と報告には以下の項目を含める必要があります（258条）。   

• 会社によって受領及び支出された金銭の総額並びに関連する情報の記録 

• 会社による物やサービスの販売と購入の記録 

• 会社の資産と負債のリスト 

この他に会社が保管しておかなければならない財務関係の記録には銀行取引明細書、支払請

求書、領収書、現金出納帳、従業員への支払い記録（賃金並びに社会保険）、棚卸表、税務

記録や、会社が財務報告書を作成する方法についての説明書類が含まれます。 

これらの記録は、登録された事務所、又は、取締役が適正と考える別の場所に保管し、他の

取締役もいつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。  

5.6 監査済みの財務諸表の作成（必要とされている場合） 
登記後 18ヶ月以内、その後は毎年、小規模会社に該当しないすべての会社は貸借対照表及
び損益計算書を含めた財務諸表を作成し、監査役の監査を受けたうえで、監査報告書と共に

株主総会に提出しなければなりません（260条）。  

会社の取締役は「取締役報告」と呼ばれる会社の状況についての報告を作成して、上記の書

類と共に提出しなければなりません。この報告には配当金として提言する金額も含めなけれ

ばなりません（261条）。  

これらの財務諸表は適用される会計基準や関係する法律に従ったものでなくてはなりませ

ん。 

公開会社は年次報告書と共に総会に提出した財務諸表の写しを DICAに提出しなければなり
ません（266条）。  

5.7 会社の詳細情報変更の DICAへの通知 
DICAは会社法の下で提出された会社の詳細情報を電子的に記録した「Myanmar Companies 
Online 」（通称「MyCO」）という電子登記簿を維持管理しています。  

すべての会社は、もし会社の詳細情報が変更された場合には DICAに通知しMyCOに正し
い情報が記録されるようにしなければなりません。例えば、もし会社が別の住所に移転した

場合、又は、取締役の一人が退職した場合や新しい取締役や秘書役が加わった場合、或い

は、会社が新株を発行した時には、その旨を DICAに通知しなければなりません  
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第 6章に DICAへの通知が必要な典型的な変更事項が説明されています。第 8章にはこれら
の変更を通知する際に使われるMyCOについて説明されていますのでご覧ください。   
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6 変更事項の DICA への届け出 
会社に関する重要な事項が変更になった場合には、DICAに通知をしなければなりません。
例えば以下のようなものです。 

• 会社の登記上の住所又は主たる事業所の変更 

• 取締役、秘書役、代理取締役の情報の変更 

• 株主の情報の変更 

• 資本金の変更 

• 会社定款の変更 

変更はMyCoにある所定のフォームを使って DICAに通知しなければなりません。これらの
届出をする場合には所定の手数料を支払う必要があります。法律に定められた期間内に通知

をしなかった場合には、遅延手数料を払わなければなりません。 

6.1 取締役に関する変更 CHANGES TO DIRECTORS 
新しい取締役の任命、或いは、取締役の辞任といった取締役に関する変更は DICAに通知す
る必要があります。また、住所変更等の取締役に関する情報が変更された場合にも DICAに
通知しなければなりません。  

秘書役に関する情報の変更、代理取締役の任命（又は解任）についても同様です。  

注意：これらの変更が行われた後、28日以内に D-1フォーム「取締役及び秘書役の情報」
を使って DICAに通知しなければなりません。 

6.2 株主に関する変更  
株主についての詳細や持分に変更があった場合には、株主名簿を変更し DICAに通知しなけ
ればなりません。  

例えば、ある株主が持分を別の人に売った場合や持分を増やした場合には、DICAに通知す
る必要があります。  

公開会社の場合は、持分の上位 50位までの株主に変更があった場合にのみ DICAに通知す
る必要があります。  

注意：これらの変更は C-3フォーム「株式資本又は株主名簿の変更」を使用して変更後 21
日以内に DICAに通知しなければなりません。 

6.3 株式資本の変更  
新株を発行した場合や、減資、株式の買戻し、株式の併合といった他の変更を行った場合に

は DICAに通知する必要があります。  

会社法では会社が株式資本に関する変更を行う際に守らなければならない手続きが定められ

ています。例えば減資といったような株式資本の変更の際には DICAへ書類の提出が求めら
れます。  
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注意：これらの変更は C-3フォーム「株式資本又は株主名簿の変更」を使って変更後 21日
以内に DICAに通知する必要があります。 

6.4 会社の商号の変更 
会社の商号は株主の特別決議によって変更可能ですが、新しい商号が先に登録されておらず

登録することが認められるものでなくてはなりません。商号の変更はすべて DICAに通知し
なければなりません。 

新しい商号は別の登記された会社や組織と同一のものでなく、一般的に認められるものでな

ければなりません。「政府」やその他の制限された言葉が使われる場合、政府と関係がある

と誤解される可能性がある場合、或いは、一般に侮辱的な場合は、認められません。 

新しい商号が既に使われておらず、認められるものである場合には、DICAはMyCOに登録
されている商号を変更し、新しい登録証を発行します。新しい商号は、その日から法律的に

効力を持ちます。既に使われている場合や、認められない場合には、DICAはその会社に通
知するので、別の商号を登録することが必要となります。  

注意：会社の商号の変更は C-2フォーム「商号の変更通知」を使って特別決議後 28日以内
に DICAに通知する必要があります。 

6.5 会社定款の変更 
会社定款の変更や新しい会社定款の制定は株主による特別決議によって行うことができま

す。  

会社定款の変更は DICAへの通知が必要で、変更した定款或いは新しい定款の写しを DICA
に届けなければなりません。会社法によれば、変更後の定款は DICAで登記されるまでは法
的な効力はありません。  

注意：会社定款の変更は C-1フォーム「定款変更の通知」を使って DICAに変更後 28日以
内に通知しなければなりません。 

6.6 登記住所（又は、主たる事業所）の変更 
住所を変更する場合には、変更する前に DICAに知らせなくてはなりません。この事前通知
はMyCOの登記簿にある住所に連絡が取れるようにするために必要なものです。  

また、主たる事業所を変更する場合にも DICAに通知する必要があります。  

注意：住所や主たる事業所の変更の際は C-4フォーム「登記上の住所又は主たる事業所の変
更通知」を使って DICAに通知してください。 
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7 会社の清算 
会社は清算手続きによって閉鎖することができます。会社清算の際には、会社の資産を売却

するために清算人が任命されます。資産売却の代金は会社の債権者に配分され、残りは株主

に返還されます。 

会社清算には主に二つの種類があります。 

• 任意清算：株主又は債権者による自主的な清算 

• 強制清算：破産その他の理由による清算 

会社法では清算の手続きが定められています。もし専門的な助けが必要な場合には専門家に

アドバイスを求めてください。 

7.1 任意清算 
会社は株主又は債権者によって任意清算をすることができます。どちらの場合も株主総会の

特別決議によって開始されなければなりません。 

❖ 株主による任意清算 

株主による任意清算は会社にまだ支払い能力がある場合に行われるものです。  

会社がビジネスを止め、株主総会が開催されて特別決議が採択されると、任意清算の手続き

が開始されます。株主総会が開催される前に、取締役は会社の業務すべてに関する調査を完

了し清算手続き開始後三年以内にすべての債務への支払いをすることができると考えるとい

うことを宣誓供述書にまとめなければなりません。この取締役の宣誓供述は、株主総会開催

の通知が送付される前に、監査役の報告書と共に DICAに提出されなければなりません。  

その後、株主は総会で任意清算の特別決議を行います。会社は、決議後 10日以内に官報と
全国的な新聞に会社清算のための特別決議が行われた旨を発表しなければなりません。  

会社清算人は会社の業務を清算し、会社法に従って必要な通知を DICAに提出しなければな
りません。清算人が任命されると同時に、会社の取締役は会社を経営する権限を失います。 

❖ 債権者による任意清算 

取締役が会社の債権が多すぎるため業務を行うことができず清算するべきと考えた場合に

は、債権者による任意清算手続きによって清算することもできます。株主による任意清算と

異なり、債権者による任意清算は、支払い不能の会社を清算するものです。 

会社が支払い不能の場合には、株主は総会を開いて会社清算のための特別決議を行わなけれ

ばなりません。債権者集会も招集し、この株主総会の同日又は翌日に開催しなければなりま

せん。この債権者集会の招集は官報と全国的な新聞にも掲載する必要があります。債権者集

会では、取締役は債権者のリストとそれぞれの債権の推定額を提示し、会社の状況を説明し

なければなりません。  

株主によって任意清算についての特別決議が採択された後、会社は 10日以内に官報と全国
紙に採択されたという告知を掲載しなければなりません。  

次に清算人が任命され、会社法に基づいて会社を清算し、必要な通知を DICAに対して行い
ます。清算人が任命されると、取締役は会社の業務を行う権限を失います。 
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7.2 強制清算 
ある一定の状況下では裁判所の命令によって会社が清算されることがあります。会社が裁判

所の命令によって清算される一般的理由は以下の通りです。 

• 会社が登記された後 1年間ビジネスを開始しなかった場合、或いは 1年間ビジネス
を中断していた場合。 

• 会社が支払い不能になっていると判断された場合。 

• 会社が公開会社で、法律で定められた報告書を提出しなかった場合、或いは、法律
で定められた会議を開催しなかった場合。  

• 会社の経営の仕方が株主全体の利益にならない、或いは、株主に対して圧迫的、不
当、又は、差別的である場合。  

 
会社が裁判所の命令によって清算される主な理由の一つは、その会社が支払い不能になった

場合です。会社が支払い不能と判断されるのは、会社法に定めてあるように、すべての負債

を支払い期限が来ても払うことができない場合です。  

裁判所による会社清算は、法律により、債権者、株主、会社自身、または登記官が申請する

ことができます。その際、裁判所によって清算人が任命されます。  

7.3 休眠会社の抹消 
登記官であるDICAは、会社法により、ある一定の条件にある会社を登記から抹消する権限
を持っています。抹消された会社は、ビジネスを行うことができなくなります。  

会社登記が抹消される理由は、DICAによる通知に沿ったビジネスがなされていない場合、
年次報告書を提出しなかった場合、間違った、或いは、不正な情報を含んだ書類を提出した

ために6ヶ月間登記が中断されていた場合を含みます。  
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8 オンライン登記簿（MYCO） 
会社法の下で登記されるすべての会社や組織の正式な登記簿として「Myanmar Companies 
Online」（通称「MyCO」）が設立されています。MyCO登記簿の情報は電子的に維持さ
れ、24時間アクセスすることができます。  

会社法の下でDICAに提出する必要のある申請書やその他書類は、会社の代表や第三者によ
って、以下のような形で提出することが可能です。 

• 外部からオンラインで登録（www.myco.dica.gov.mm） 

• DICAに来てMyCOにオンラインで登録  

会社の取締役（或いは任命されていれば書記役）は書類を提出すること、並びに、登録した

情報が正しいことについての責任を負います。取締役は、会計士、代理人、弁護士といった

第三者が実際に登録を行った場合にも、同様に法的責任を負います。  

8.1 MYCO登記簿の使用 
会社のために書類を登録する或いはその他のMyCOの機能を使うには、最初に電子メールの
アドレスを使ってユーザーアカウントを作る必要があります。ユーザーアカウントは個人の

アカウント（一人のユーザー用）としても、会社アカウント（複数のユーザー用）としても

作ることができます。 

MyCOで書類を登録するためには、会社から権限を付与されなくてはなりません。最初に会
社を登記（或いは再登記）する人は会社の権限を自動的に付与されたとみなされます。

DICAに電子メールアドレスを提供した取締役（或いは書記役）は自動的に会社の権限を付
与されます。その他のすべての人は会社から会社のために書類を登録するための会社の権限

を得ているという書面を（初回に一度だけ）提出する必要があります。  

8.2 書式や書類の提出 
法律によりDICAに提出しなければならない会社の情報は、MyCOにある所定の書式を使っ
て提出しなければなりません。正しい書式を使っていない場合には拒否されます。書類は

DICAが受け取り、承諾された場合に初めて提出されたとみなされます。  

8.3 手数料や遅延手数料の支払い 
手続きにはそれぞれ手数料がかかります。また、法律に定められた期限内に登録されない場

合には遅延手数料がかかります。これらの手数料、遅延手数料はMyCOに記載されていま
す。 

手数料はMyCOを使ってオンラインで支払うことも、DICA事務所で支払うこともできま
す。手数料或いは遅延手数料を支払わない限り提出された申請や書類は承認されません  

8.4 会社に関する情報の購入 
MyCOでは会社に関する一般的な情報を無料で検索することができます。登記された会社や
組織の追加情報を購入することもできます。購入可能な情報は、会社概要、会社定款の写

し、会社登録証の写し等です。情報購入の手数料もMyCOに記載されています。  
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商号の検索や会社登記などMyCOについて更に詳しい情報が必要な場合には、下記にお問
い合わせください。 

 

 

Company Affairs Division, Directorate of Investment and Company Administration 
  

電話番号： 01 657891 

 01658103 （内線番号：103, 104, 105） 

FAX番号： 01 658135 

ホットライン： 1887 

Eメール： dica@mptmail.net.mm  

ウェブサイト： www.myco.dica.gov.mm  
 

 

 





 


