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※本ニュースレターは、マレーシアで発行された Highlights in Budget 2016 のうち、主要な改正についての参考抄訳です。
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

マレーシア 2016 年度税制改正の主なポイント
2015 年 10 月 23 日、ナジブ首相兼財務大臣から 2016 年予算案が提出された。本予算案はマレーシアを高
所得の先進経済国家に変革するための第 11 次マレーシア計画（対象期間 5 カ年：2016 年から 2020 年）の
初年度にあたる 2016 年度の予算案である。グローバル経済、特に中国経済の減速、原油価格その他物価の
下落、マレーシアリンギット通貨安および政情不安等の逆風にもかかわらず、マレーシア経済は依然、以下の
経済予測データが示すとおり、その多様性、柔軟性そして堅固なファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）によ
り堅調に推移している。
 他の主要先進国と比べて堅調な GDP：今年は 4.5％から 5％、2016 年予測は 4％から 5％
 継続的な財政赤字減少：2014 年の GDP の 3.4％および 2015 年の GDP の 3.2％から 2016 年は 3.1％
に減少見込み
 連邦政府税収の増収：2016 年には 2,257 億マレーシアリンギットで、2015 年と比較し 32 億マレーシア
リンギット増収
 物品サービス税の税収予測の大幅改善：2016 年税収は当初予測より多い 390 億マレーシアリンギット
 輸出回復：昨年度の 0.7％減少から回復し、2016 年には 1.4％増加の見込み
 管理可能なインフレ率：今年は 2％から 2.5％。2016 年は 2％から 3％の見込み
特に低所得者層（B40）および中所得者層（M40）の人々が日々直面する問題ならびに東西マレーシア間およ
び農村と都市部との間の経済社会的格差拡大に対応するため、2016 年度予算案では「国民（Rakyat）の繁
栄」がテーマとなっており、（1） 経済的柔軟性の強化、（2） 生産性、イノベーションおよびグリーン技術の改
善、（3） 人的資本の強化、（4） ブミプトラ政策の推進、および（5） 国民の生活コスト低減の 5 つの優先事項
に注力することをうたっている。
本予算案では 2,672 億マレーシアリンギット予算案総額の配分について検討されており、建設業、不動産業、
製造業、観光業および農業に重点的に配分することが提案されている。
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本年度の税制改正案における主要な改正事項は以下のとおりである。
改正案
個人所得税率の
見直し

内容
居住者個人
課税所得区分および税率に関して、以下の見直しが提案された。
課税所得（リンギット）

現行税率（％）

改正後税率（％）

400,001～600,000

25

25

600,001～1,000,000

25

26

1,000,000 超

25

28

他の所得区分の税率は現行のまま据え置かれる。
非居住者個人
非居住者個人に対する一律の所得税率は現行の 25％から 28％に引き上げられる。
適用開始日：2016 賦課年度より
最低賃金引上げ

以下の地区の月額最低賃金がとおり引き上げられる。
場所

現行額（リンギット）

改正後（リンギット）

マレーシア半島

900

1,000

サバ州、サラワク州、
ラブアン島

800

920

新規最低賃金は家事代行・家政婦サービスを除くすべての業種に適用される。
適用開始日：2016 年 7 月 1 日
申告書未提出に
対するペナル
ティー

新しく Subsection 112(1A)が設けられ、Section 77(1)または Section 77A(1)に定め
る申告書を 2 賦課年度以上提出しなかった場合、罰金（1,000 リンギットから 20,000
リンギット）もしくは 6 カ月以下の禁固またはその両方が課される。また、申告書未提
出年度の課税所得額に係る税額の 3 倍の額の罰金も課される。
適用開始日：2015 年財政法の発効日

特別再投資控除

再投資控除適用期間が終了した企業の資本支出を奨励するため、特別再投資控除
制度が設けられる。これにより 2016 賦課年度から 2018 賦課年度に適格プロジェクト
に係る資本支出が発生する企業は特別再投資控除の適用を受けることができる。
適用期間：2016 賦課年度から 2018 賦課年度

GST 納税遅延に
係るペナルティー

物品サービス税法 Section 41 が改正され、課税額を期限までに支払わない納税者に
ペナルティーを課す Subsection 41(8)、(9)、(10)および(11)が新しく設けられる。ペナ
ルティーの額は遅延期間に応じて納税額の 5％から 25％である。
また、物品サービス税法 Subsection 43(1)および 43(8)も改正され、税務登録漏れ、
申告書提出漏れまたは申告書不備等があった場合に税関長官が納税額（新しく導入
された Subsection 41(8)に基づき課されるペナルティーを含む）を算定および徴収す
る権限も強化される。
適用開始日：2016 年 1 月 1 日
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
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