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はじめに
マレーシア2019年度国家予算案スナップショットに続いて、より詳細な内容を記載したハイライトをお届け致します。
重要な税制改正案として以下のものが発表されていますので、ご留意をいただければと思います。
1)

特別自主開示プログラム

2)

SMEの法人税率引下げ

3)

損失繰越期間の制限

4)

グループリリーフ適用条件の厳格化

5)

オンラインサービス等の輸入サービスに対する課税

6)

ラブアン税制の改正

他の改正案を含め、Finance Billの公開があり次第、情報をアップデートして参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

Sim Kwang Gek
Country Tax Leader
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法人税

SMEの課税所得の最初のRM500,000に対する法人税率を、18%から
中小企業
(small and medium 17%に引下げる。
enterprise, “SME”) SMEとは以下の定義を満たすものである。
の法人税率改正
1.
2.

マレーシア設立の居住会社で、普通株による払込資本金が

未使用の欠損金、アローワ
ンスの税務上の取扱い
見直し

現在、無制限で繰越が可能とされている未使用の欠損金およびアローワン
スについて、次の通り繰越期間の制限に関する改正案が提示されている。
欠損金 / アローワンス

RM250 万以下のもの、または

1. 未使用の欠損金

マレーシア居住の有限責任パートナーシップ(Limited liability

2. 未使用のキャピタルアローワンス

partnership, “LLP”)で、総拠出額(現金または現物)が RM250 万

3. 未使用の再投資控除（RA）

以下のもの

4. 未使用のサービスセクターへの投

3. これらの会社または LLP は、普通株による払込資本金または拠出

資控除

金が RM250 万超の会社または LLP の関連会社ではないこと(日

5. 未使用の投資控除（ITA）

本等の海外を含む)

グループリリーフの
取扱い変更

発効: 賦課年度2019年

6. 未使用のパイオニア損失

下記の改正案が提示されている。

発効: 賦課年度2019年

改正案
最大 7 年間の繰越
適格期間の終了後、最大 7
年間の繰越
投資控除期間、パイオニア期
間の終了後、最大 7 年間の
繰越

(a) 損失移転元法人は、少なくとも12か月間の営業をした後
に、調整後損失を最大3年間にわたって移転することができ

デロイトのコメント：

る。

株主の実質的な変更を伴う休眠会社の未使用の欠損金およびキャピタル
アローワンスの繰越は、上記提案の1.および2.は適用されず認められていな

(b) 投資控除またはパイオニアステイタスの期間満了時に、未使

い。

用の投資控除(ITA)またはパイオニア損失を保有する損失移
転先法人は、グループリリーフを請求することができない。
発効: 賦課年度2019年

wholesale
money market
fund利息の免税廃止

免許銀行、イスラム銀行、開発金融機関から受取るwholesale
money market fundの利息は、マレーシア証券委員会
(Securities Commission Malaysia)発行のガイドラインの条件
を満たせば免税となる。
2019年1月1日より、この免税を廃止する。
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以下の発行にかかる優遇
税制の延長
(i) sukuk Ijarah、

Wakalah
(ii) リテール債券、リテール
sukuk

投資家

以下の優遇税制は賦課年度2016年から2018年まで適用される。

法人または個人事業主は下記の税額控除が可能。
(a)

Ijarah 型及び Wakalah 型 sukuk の発行費用と追加発行費用*の

(i)

控除
(b)

は、法人または個人あたり年間 RM20 百万）の控除

リテール債券及び Mudharabah 型、Musyarakah 型、Istisna’型、

(ii)

Murabahah 型、Tawarrug に基づく Bai’ Bithaman Ajil のリテール
sukuk の追加発行費用*の二重控除

日の間にマレーシア証券委員会(SC)で受理される必要がある。
当該申請期間をさらに1年延長することが提案されている。

(i)

デューデリジェンス、原稿作成、目論見書作成に関する専門家報酬

(ii)

目論見書印刷費用

(iii)

目論見書公告費用

発効：SCへの申請受理期間－2019年1月1日から2019年12月

(iv)

証券委員会(Securities Commission)への目論見書登録手数料

31日まで

(v)

マレーシア証券取引所(Bursa Malaysia)手数料および上場手数料

(vi)

マレーシア証券取引所(Bursa Malaysia)新規発行証券登録手数料

(vii) 証券引受手数料

高齢者または前科者の

高齢者（60歳以上）または前科者であるフルタイムの従業員への報酬

雇用への税額控除の追加

に対して、月額RM4,000を上限とした、さらなる税額控除が認められる。
発効：賦課年度2019年から2020年まで

上記優遇税制の2年間延長が提案された。
発効: 賦課年度2019年から2020年まで

税制の申請期間延長

調整後所得段階における VC への投資額の控除

上記の全ての優遇税制への申請は、2018年1月1日から2018年12月31

*追加発行費用とは以下を指す。

ベンチャーキャピタル優遇

VCMC により組成される VCC ファンドへの投資額（上限

ベンチャーキャピタルマネジメント会社（VCMC）
VCMCは、ベンチャーキャピタル会社(VCC)からのマネジメントフィー、成果

従業員のPTPTNローン
返済に係る税額控除

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
ローンをフルタイムの従業員に代わって返済した雇用主には税額控除が認
められる。ただし、雇用主が返済した額は、従業員から雇用主に弁済され

報酬、投資利益分配による収益は免税対象となる。

ないことを前提とする。

VCC
証券委員会(SC)に登録されたVCCは、5年間(賦課年度2018年から

発効：2019年1月1日から2019年12月31日までに行われた支払
い

2022年まで)にわたる、一定の条件を満たすベンチャー企業(VC)への投
資*から生じた全ての所得*が免税対象となる。
*例外：預金または定期預金からの利息収入およびイスラム法に準拠し
た拠出に係る利益
**VCCが、初期段階の少なくとも50％を投資して立ち上げを行う必要
がある。残りの50％は後の段階で投資することが認められている。VCCと
VCは関係会社の関係にはないこと。
5
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優遇税制

INDUSTRY4WRD
に対する優遇税制

INDUSTRY4WRDに対し以下の優遇税制が提案された。
Industry 4.0 (I4.0)の準備度査定(Readiness
Assessment) (I4.0 RA)に対する優遇税制

INDUSTRY4WRD 人材開発に対する優遇税制
に対する優遇税制
以下の控除が認められる。

I4.0 RAのためにマレーシア生産性公社(Malaysian Productivity

控除と条件

発効

Corporation)に支払った費用は、RM27,000を上限として損金算入

エンジニアリングと技術分野で技術職業訓練、ディ

賦課年度 2019 年から

を認める。

プローマ、学士レベルの学業を続ける学生に対し会

2021 年まで

発効:賦課年度2019年から2021年まで

社が提供する奨学金の二重控除

Industry4WRDベンダー開発プログラム(Vendor
Development Program、VDP)に対する優遇税制
アンカー会社がIndustry4WRD VDP導入のために支出した適格費用

“学生”とは以下の通りである。
a.

通う学生

(qualifying operating expenses、QOEs)は、二重控除が認めら
れる。

b.

収入がないこと

QOEsとは以下に支出した費用を指す。

c.

両親または保護者の総月収が RM8,000

a) 製品開発
b) ベンダーの能力向上
c)

ベンダーのスキルトレーニング

QOEsは以下を満たすこと。
a) 国際貿易産業省(Ministry of International Trade
and Industries, MITI)が認証したもの
b) 連続する 3 賦課年度において RM1,000,000/年を上限と
する
発効: アンカー会社とMITIが2019年1月1日から2021年12月
31日までの期間に締結した覚書(MOU)

6

マレーシア居住者のマレーシア人で、全日制に

を超えないこと
I4.0 のための National Dual Training

2019 年 1 月 1 日から

System Training Scheme に参加のために

2019 年 12 月 31 日ま

会社が支出した費用の二重控除

での期間に開始した

プログラムは人的資源省が承認したものであること

プログラム
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INDUSTRY4WRD
に対する優遇税制

控除と条件

発効

環境配慮型プラスチック

バイオレジンとバイオポリマーを原料とする環境に配慮したプラスチックを

新しい I4.0 技術とエンジニアリングの新課程の開

賦課年度 2019 年から

生産に対する優遇税制

生産する会社は、以下のように5年間の優遇税制が与えられる。

発のために私立高等教育機関が支出した費用の

2021 年まで

(a) パイオニアステータス– 法定所得の 70%免税、または

控除

(b) Investment Tax Allowance(ITA) – 適格資本支出の
60%

新課程は教育省が認定したものであること

発効時期: 不明
従業員の I4.0 技術の技術スキル向上と開発の

2019 年 1 月 1 日から

ための訓練プログラムに会社が支出した費用の

2019 年 12 月 31 日

プリンシパルハブに対す

プリンシパルハブに対する現行の優遇税制では、新会社は0%、5%、

二重控除

までの期間に準備度査

る優遇税制強化

10%の低減法人税率を5年間享受し、さらに5年間延長できる可能性が
ある。適用税率は会社がプリンシパルハブの“Tier 1”、“Tier 2”、“Tier

訓練プログラムはマレーシア投資庁(Malaysian
Investment Development Authority,
MIDA)が承認したものであること

定参加プラン
(Readiness
Assessment
Intervention Plan)
に参加する会社

エンジニアリング及び技術の分野で卒業前の学生

賦課年度 2019 年から

既存のプリンシパルハブ会社による投資促進のために、これらの会社はプリ

のインターン制度を行うために支出した費用の

2021 年まで

ンシパルハブ関連の法定所得全額に対し、5年間の期間にわたり低減税率

二重控除

既存会社に対するプリンシパルハブ優遇税制では、付加価値所得に対して
5年間は免税措置が与えられる。

10%での課税とする。

インターン制度は人的資源省が承認したもので

発効時期: 不明

あること
スキル開発センター、職業能力開発学校、専門

2019 年 1 月 1 日から

学校に会社が提供した設備機械の控除

2021 年 12 月 31 日

提供は人的資源省または教育省が認証したもの

3”のどれに該当するかによる。

までに行った提供

であること
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個人所得税

特定の積立基金、タカフル、

現在、居住者である納税者は、Employees Provident Fund

SSPN積立金拠出額の

National Education Savings Scheme (SSPN)への年間拠出

生命保険への拠出に関する

(EPF)のような特定の積立基金および生命保険またはタカフルへの

所得控除の増額

額の所得控除はRM6,000からRM8,000へ増額される。

所得控除の見直し

拠出につき、年間RM6,000までの所得控除を受けることができる。

発効：賦課年度2019年および2020年

このような積立基金、生命保険またはタカフルの所得控除額を合計
RM7,000まで引き上げることが提案されている。内訳は下記の通り。
i.

特定の積立基金への拠出に係る所得控除―RM4,000 まで

ii.

生命保険、タカフルへの拠出に係る所得控除－RM3,000 まで

60歳超の従業員向け

現在、60歳を超える従業員向けのEPF法定拠出料率は下記の通り。

のEPF料率引き下げ

雇用者の拠出は4％まで、被雇用者の拠出は0％まで引き下げることが
提案されている。

年金制度に加入する公務員には、タカフルと生命保険への拠出を合計
してRM7,000までの所得控除が認められる。

現行

発効：賦課年度2019年

雇用者拠出

被雇用者拠出

所得> RM 5,000 : 6%

5.5%

所得 < RM5,000 : 6.5%
改正案

4%

発効：2019年1月1日
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その他

ラブアン会社の税務上の
取扱い

Labuan Business Activity Tax Act 1990により、ラブアン

罰金低減の特別自

OECDによる租税透明性の強化に関するイニシアチブと自動的情報交換

会社はRM20,000の定額税金制度の選択が認められなくなる。

主開示プログラム

制度(Automatic Exchange of Information, AEOI)導入に従い、

(Special
Voluntary
Disclosure
Program,
SVDP)

SVDPは以下についての自主開示と納税を促すものである。

全てのラブアン会社は現在、下記の取引が可能となる。
i.

リンギット建て取引

ii.

マレーシア居住者との取引

ラブアン会社には下記の新たな条件が課される。
i.
ii.



過去に申告しなかった、または過少申告した所得、過大申告した
または認められない費用、過大申告した控除



資産(不動産及び不動産会社の持分)の売却益



過去に納付しなかった印紙税

ラブアン内での活動は、委員会により規定された実体
要件を満たすものである

SVDP期間中に過去の未納税金を自主的に開示し納税した納税者は、以

ラブアン会社の知的財産収入は、Income Tax

下のようにペナルティ率が低減される。

Act 1967に基づき課税対象となる
iii.

マレーシアはマレーシア居住者の財務情報を外国税務当局から受け取る。

ラブアン会社と取引するマレーシア居住者は、損金算
入額の3％の税額控除のみ認められる

発効：2019年1月1日

2018 年 11 月 3 日から 2019 年 3 月 31 日

10%

まで
2019 年 4 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日

15%

まで
2019年7月1日のSVDP終了以降、ペナルティ率は80%から現行税法上
可能な最高率となる。最高税率は、税務申告しなかった場合に適用される
300%である。
SVDPは税務調査/インベスティゲーション、及び移転価格についても適用さ
れる。ただし、移転価格についてのペナルティ率は現行の移転価格調査
フレームワークに従う。
詳細は2018年11月3日付IRB発行のOperational Guidelines
No.1/2018を参照されたい。
9
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説明がつかない異常な
財産に対する調査

予算案演説において、高価な物品や不動産の所有に見られるような説

個人から社会事業

明がつかないような異常な財産について、IRBは調査すると発表した。

現在、特定の組織、団体、基金に対する寄付金は、個人の合算所得の

団体への寄付金の

7％を上限として控除が認められている。

“異常な財産”の定義は明らかでなく、IRBがどのように情報を入手するの
かは現時点では不明である。

enterprises”）が追加されることが提案されている。ただし、「社会事業

Standard, CRS)に基づく自動的情報交換制度(Automatic

団体」の定義は明らかにはされていない。

Exchange of Information, AEOI)を実施することを考慮すると

発効時期：不明

現在のところ、IRBは法に基づた追徴課税や罰金によって金銭を取得す
るための適切な行動をとるものとされている。これはコンプライアンスと徴税
の強化というIRBの意図に一致するものである。
発効時期: 不明
最低賃金は以下の通りとする。
地域

現行

マレーシア半島部

RM1,000/月

サバ、サラワク、ラブ

RM920/月

改正案
RM1,100/月

アン
発効: 2019年1月1日

公立学校及び公立高

教育省登録の公立学校及びIPTAに対する改良整備目的の寄付は、

等教育機関(IPTA)に

控除可能である。

対する寄付の控除

教育省登録のその他の学校及び高等教育機関に対する寄付は、個別
に判断する。
発効: 2019年1月1日

10

この特定の組織、団体、基金のリストに、社会事業団体（“social

ただし、マレーシアが共通報告基準(Common Reporting

マレーシアはマレーシア居住者の財務情報を外国から得ることができる。

最低賃金の改正

控除
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間接税

輸入サービス・輸入オンラ
インサービスへのService
Tax導入

輸入される課税対象サービスは二段階でService Taxが課税される。
• 事業者間(B2B)取引：2019年1月1日以降、サービス提供を受

特定のB2Bサービスへの

課税登録事業者間の特定のサービス取引は免税となる。この免税制度

Service Taxの免税

は、例えばサプライチェーン内でサービスが提供され、再度供給されているよう

けたマレーシアの顧客はリバースチャージ方式により6％の税金が課

なケースにおいて生じる二重課税によるカスケード効果を防ぐ目的がある。

される
• 事業者と消費者間(B2C)取引：2020年1月1日以降、デジタル

発効: 2019年1月1日

プロダクツ・サービスを提供する国外のサービス提供者は課税事業
者登録を行い、6％のService Taxを徴収することが求められる

デロイトのコメント:

発効:

この免税は、特定の状況下でのカスケード効果に対応するものであり、全

• 事業者間(B2B)取引– 2019年1月1日

ての事業者間取引に包括的に適用されるものではありません。

• 事業者と消費者間(B2C)取引– 2020年1月1日

現段階では、事前の承認が必要とされるかなど、どのように免税が適用さ

デロイトのコメント:

輸入サービスを対象とするService Taxの範囲拡大は、国内のサービスサプラ
イヤーとオフショアのプロバイダーを平等な取扱いとすることが意図されていま
す。導入される規則、規制、運用に関して改正案の詳細を確認することが
重要です。

れるかについては明らかにされていません。

Sales Tax控除制度の

課税事業者登録をしていない小規模業者や輸入業者から原材料を

導入

購入する中小製造業者(課税事業者登録あり)に対して、Sales Taxの控
除制度が導入される。
発効: 2019年1月1日
デロイトのコメント:

上記のような小規模業者が、利用可能なSales Tax免税のために課税
事業者登録を行うことは現実的ではありません。この場合、Sales Taxの
コストは製品価格に反映されることを意味します。
提案されているSales Taxの控除制度では、仕入価格の特定割合を
Sales Tax控除として認める可能性が高いといえます。
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加糖飲料に対する

加糖飲料に対して、下記の通り、砂糖含有量に応じて1リットルあたり

自転車の輸入関税

関税コード8712.00.30 00に該当する自転車の輸入関税率を現行の

Excise Dutyの導入

40senのExcise Duty（物品税）が導入されることが提案されている。

削減

25％から15％へ引き下げることが提案されている。

i.

これは、自転車をより安価に流通させることで、サイクリング活動を

果物ジュースおよび野菜ジュースで、100mlあたり12gを超える砂糖を

通じた健康的な生活スタイルをサポートする目的がある。

含むもの（関税リスト20.09に規定される砂糖、その他甘味料が添
加されているかどうかにかかわらない）
ii.

砂糖、その他の甘味料や香料入りの炭酸飲料、関税リスト22.02

発効: 2019年1月1日

出国税の導入

行者に対して、アセアン諸国内へ出国にはRM20、アセアン諸国外

に規定されるソフトドリンクで、100mlあたり5gを超える砂糖を含む

への出国にはRM40の税金が課される。

もの
発効: 2019年4月1日

賭博事業の増税等

賭博関連では、下記の増税等が提案されている。

国内旅行の促進を目的として、飛行機を利用する全ての海外旅

発効: 2019年6月1日

観光客への税制優遇

観光事業の活性化を目的として、ペナンのSwettenham Pierのクルーズ
観光事業を対象とした免税店を通じて免税措置が与えられる。

i.

年間カジノライセンス料をRM120百万からRM150百万へ増額

ii.

カジノ税を総収入の35％まで引き上げ

iii.

年間のマシーンディーラーのライセンス料をRM10,000から

iv.

RM50,000へ増額

さらにランカウイ島のduty freeステータスについても、より拡大され

ゲームマシーン税を総収入の20％から30％まで引き上げ

ることが提案されているが、詳細は公表されていない。

発効時期: 不明
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また、政府はパンコール島をduty freeとすることを決定したと伝えた。
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印紙税

不動産譲渡にかかる

RM500,000を超える不動産にかかる印紙税率を以下の通り改正する。

住宅初回購入の

印紙税率

不動産の価格/ 市場価格

印紙税免税

印紙税率
(%)

最初のRM100,000までの部分

1

RM100,001からRM500,000までの部分

2

RM500,001からRM1,000,000までの部分

3

RM1,000,001以上の部分

4

住宅初回購入にかかる証書について、以下の通り印紙税免除となる。
印紙税免除

100%

証書の種

初回購入する住

売買契約書締

類

宅の価格

結期間

譲渡証書

RM300,000以

2019年1月1

とローン契

下

日から2020年

約書
100%*

譲渡証書

発効: 2019年1月1日

12月31日
RM300,001 か

2019年1月1

ら
RM1,000,000

日から2019年
6月30日

100% (住宅価

譲渡証書

RM300,001 か

2019年7月1

格のうち

とローン契

らRM500,000

日から2020年

RM300,000の

約書

12月31日

部分まで)

注 – 残りの金額
部分は現行の印
紙税率で課税
* 住宅開発会社からの購入
発効: 印紙税免除は上表記載の期間に締結した売買契約書に
適用される。
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不動産譲渡益税

不動産譲渡益税
(Real Property
Gains Tax, RPGT)
税率の改正

不動産及び不動産会社持分(real property companies)の6年目以
降の売却にかかるRPGT税率を以下の通り改正する。
売却時期

RPGT 税率
会社

その他

外国人・非永住
者

3 年以内

30%

30%

30%

4 年目

20%

20%

30%

5 年目

15%

15%

30%

6 年目以降

10%

5%

10%

(ꜛ5%)

(ꜛ5%)

(ꜛ5%)

ただし、マレーシア人は6年目以降におけるRM200,000以下の低・中価格
帯の住宅の売却で得た売却益については、RPGT免除となる。
発効: 2019年1月1日

その他の税務関連の情報は、下記のリンク先からもご覧いただけます。
http://www2.deloitte.com/my/en/services/tax.html
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