破産・倒産法を読み解く～施行から 21 カ月～
In brief
当法人税務・規制チームはこのほど、「破産・倒産法を読み解く～施行から 21 カ月」と題する報告書をまとめま
した。
2018 年 8 月にムンバイで開かれた M＆A（合併・買収）会議（インド産業同盟＝CII＝主催）の資料の一つで
す。
「破産法を読み解く～施行から 21 カ月」（英語版）
https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2018/decoding-the-code-survey-on-twenty-one-months-ofibc-in-india.pdf
当書では法施行後の問題点について、投資家・金融機関・法曹界の反応をまとめています。
要点は下記の通りです。
‐インド国内外の投資家の 60％は、破たん企業に対して 1 億米ドル以上の投資を想定
‐投資家にとって案件のうち 25％が「検討可」。「投資可」は 10％にとどまる
‐金融機関は債務の減免にもかかわらず、破産・倒産法による処理が望ましいとする
‐金融機関の 85％は債権者集会における議決権は金融債権者のみとし、事業債権者は除かれるべきとの考え
M&A 会議で発表された別のレポートもご紹介します。
「企業価値を生む M&A」（英語版）
https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2018/value-creation.pdf
当レポートでは、下記のような問いに対するソリューションを探っています。
-M&A を成功させるカギは
-M&A は本当に企業価値を生み出せるのか
‐生み出した価値をどう計るか
‐M&A は通常の成長より大きな成果を上げてきたか
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