中小機構CEO商談会活用マニュアル 【マレーシア基礎 編】
まずは基本情報を押さえましょう！
マレーシアは、経済規模や所得水準ではASEAN域内先進国です。 マレーシア政府による１０の支援策
現在は2020年までに先進国入りを果たす「ビジョン2020」長期開 ①インフラ：
発政策を推進中です。
ワールドクラスのインフラ物理層を提供
②知識労働者：
外国人知識労働者雇用無制限
③企業所有形態：
自由な企業所有形態
④資本・借入：
自由な資本導入・借入
➄企業財務面での優遇策：
10 年間の法人税免除、5年間の投資減
税
⑥ワンストップ手続き：
MDeC が全ての手続きを代行
⑦インフラ構築競争入札：
ＭＳＣインフラ構築の競争入札契約制度
⑧通信コスト：
世界的に競争力のある価格タリフ
⑨検閲：
インターネット無検閲
⑩知的所有権保護：
知的所有権保護とサイバー法

マレーシアの貿易事情
対日貿易 （財務省 対世界

輸入

マレーシアの貿易相手国
統計）（単位：億円） （単位：100万ドル） （2013年）
・シンガポール(14%)
2013年 2014年
2013年
・中国（13%）
29,012 30,867
228,331 輸出 ・日本（11%）
・EU(9%)
14,872 14,967
・米国（8%）
206,118

品目

対日貿易 （財務省統計）

輸出

鉱物性燃料（LNG等）、電気機器、
木材等

輸入

電気機器、機械類、自動車、鉄鋼

貿易
額
輸出

出所：外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mal
aysia/data.html#section4

330,290ｋ㎡
（日本の0.87倍）
3,099万人
26.01円/１リンギ
4.49US$/1リンギ

人口(2015年）
通貨(2016.12末）
気候
実質GDP成長率(2015年）
GDP/人(2015年）
消費者物価指数(2015年）
外貨準備高(2015年）
失業率(2015年 ）

高温多湿熱帯雨林気候

5.00%
9,560US$
2.1%
1,0497億US$
3.1%
マレーシア日本人商工会会員数(2016.12末時点） 605社
日本企業進出数（2014年11月） 1,438社（内：製造業772社）

在留邦人数(2014年10月1日時点）

22、056人

出所：JETRO
（http://www.jactim.org.my/https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/basic_01.htm）

貿
易
状
況

輸出（FOB)
金額
構成比
電気・電子製品
2,779 35.6%
パーム油・同製品
623 8.0%
液化天然ガス
471 6.0%
石油製品
414 5.3%
原油
261 3.3%
合計（その他を含む） 7,799 100%
輸入（CIF)
主要5品目輸入
2015年（単位：億リンギ） 金額
構成比
電気・電子製品
2,013 29.4%
石油製品
573 8.4%
原油
124 1.8%
銅
117 1.7%
金（非貨幣用）
113 1.7%
合計（その他を含む） 6,854 100%

ドル 10億ドル 10億ドル 10億ドル

56,317 410.1 366.3 776.4
5,445 225.2 228.2 453.4
10,803 234.2 209.0 443.2
3,533.5 177.1 184.8 361.9
2,053 145.6 197.5 343.0
2,866
61.8
71 132.8
1,221
22.5
24.2
46.6
1,081
10.3
15.5
25.8
36,566.6
9.9
7.1
17.0
1,693
4.6
8
12.5
121578 1301.3 1311.6 2612.6
出所：各所資料より編集

マレーシアが結んでいる FTA / EPAは以下のとおり。
日本については、二国間（日・マレーシア経済連携協
定）、多国間（日ASEAN包括経済連携）の2種類があ
る。現行のマレーシアで利用率の最も高いのは、
ASEAN（AFTA)。
＊自由貿易協定
（ＦＴＡ：Ｆｒｅｅ Ｔｒａｄ
ｅ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）
特定の国や地域の
間で、物品の関税
やサービス貿易の
障壁等を削減・撤
廃する協定

主要5品目輸出

出所：日本アセアンセンターhttp://www.asean.or.jp/ja/wpcontent/uploads/2015/06/9015c6ca2365bb5ed832625ff904c732.pdf

＊経済連携協定
（ＥＰＡ：Ｅｃｏｎｏmic
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ａｇｒ
ｅｅｍｅｎｔ）ＦＴＡを柱
に、ヒト、モノ、カネ
の移動の自由化、円
滑化を図り、幅広い
経済関係の強化を
図る協定

出所：経産省
http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2014/2014honbun/i3110000.html

ビジネスには現地拠点が求められる！
現地状況のチェックはクアラルンプールの国際展示会で！
輸出でも現地拠点が有用です。営業、ショールーム、在庫機能、メンテ機能など現地パートナーにどこまで
求めて販路開拓するのかを事前に研究しましょう。展示会はその格好の機会の場です。
Automechanika
Kuala Lumpur 2017
2017年03月23日～
2017年03月25日

Malaysia International Halal Showcase
2017
2017年04月05日～2017年04月08日

The 20th SE-Asian Healthcare & Pharma
Show 2017
2017年04月11日～2017年04月13日

ハラル食品・飲料、ハラル化粧品など。

ヘルスケア;医療機器、病院設備＆備品、診断、
研究室、リハビリ、理学療法、救急＆救助、病院
IT、サービス/ビルメインテナンス。クリーンルー
ム。ファーマ;医薬品、バイオテクノロジー。メディ
カルビューティー・ウェルネス;ハーブ、美容器
具、フィットネス・ウェルネスセラピー。

自動車用部品/コンポーネント、エレクト
ロニクス/システム、小物/チューニン
グ、修理/メンテナンス、IT/経営、サー
ビスステーション＆カーウォッシュ。

NEPCON Malaysia
（ネプコン・マレーシア）2017

Metaltech 2017
2017年05月24日～
2017年05月27日
板金技術、工作機械、資材処理＆スト
レージ、計測技術、表面＆熱処理、
ツール＆ツーリング、ソフトウェア＆プ
ロトタイピングシステム、鋳型＆ダイ。
出所：世界の見本市・展示会情報（J-messe）
（2016.１月現在） （出所）ジェトロセンサー 2016.5月号

5.5 308.1
68.7 373.8
30.3 326.9
251.5 888.6
90.6
186
99.4 284.9
51.4
62.8
15.3
16.6
0.4
15.1
6.9
11.7
620 2474.5

世界経済との連結性を強化する経済連携

2015年（単位：億リンギ）

マレーシアでの投資関連コスト

1人当たり

名目GDP 名目GDP 総輸出額 総輸入額 総貿易額

単位 100万人 10億ドル

シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
・中国（16%）、
ベトナム
・シンガポール(12%)
フィリピン
輸入 ・EU(11%)
・日本（9%）、
ミャンマー
・米国（8%）
カンボジア
日本からの直接投資
ブルネイ
マレーシア投資開発庁（単位：百万ドル）
ラオス
製造業・主要投資認可額
3,106
ASEAN 計

マレーシアの概要

面積

ASEAN
人口
2014年経済概要

2017年6月

FOOD AND HOTEL MALAYSIA
2017年09月26日～2017年09月29日
食品、飲料、ホスピタリティー、フードサー
ビス、ベーカリー、小売、キッチン用品、
シルバー製品、包装、その他。

アクティブおよび受動部品、オートメー
ション製品/サービス（コンベア、ロボッ
ト工学およびソフトウェア）、受託製造、
金属プレス、ゴム成形、PCBアセンブリ
装置、半導体製造装置/サービス、SMT
機器、試験・測定機器。

（注）：当商談会マニュアルは2017年1月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

中小機構CEO商談会活用マニュアル 【マレーシア販路開拓 編】

マレーシアの市場

輸出する、まずその前の確認事項
１）主な輸入規制品目

2）事前教示（Customs Ruling）制度

3）電気機器のSIRIM 認証制度

GDPを額でみると製造業の割合が大きい。一方、伸び率では建設業・通信業が伸びている。
マレーシア
産業別国内総生産
建設業
通信
行政サービス
小売
保険
不動産・ビジネスサービス
レストラン
卸売
運輸・倉庫
製造業
その他サービス
車輌
水道
電機・ガス
金融
ホテル
農業・漁業・林業
鉱業・採石
輸入税

国内総生産（GDP)

2010
GDP額
構成比
21,459
3.2%
24,550
3.6%
48,868
7.2%
41,451
6.1%
13,099
1.9%
36,601
5.4%
11,907
1.8%
40,529
6.0%
24,736
3.7%
170,261 25.2%
34,413
5.1%
13,301
2.0%
3,126
0.5%
14,370
2.1%
48,269
7.1%
4,609
0.7%
51,263
7.6%
66,182
9.8%
7,660
1.1%
100%
676,653

2014
伸び率
GDP額
構成比 2010→2014
32,984
3.9%
153.7%
35,178
4.2%
143.3%
69,334
8.3%
141.9%
55,698
6.7%
134.4%
17,542
2.1%
133.9%
48,027
5.8%
131.2%
15,449
1.9%
129.7%
52,248
6.3%
128.9%
30,070
3.6%
121.6%
205,200
24.6%
120.5%
41,440
5.0%
120.4%
15,529
1.9%
116.8%
3,641
0.4%
116.5%
16,734
2.0%
116.5%
55,859
6.7%
115.7%
5,226
0.6%
113.4%
57,528
6.9%
112.2%
65,650
7.9%
99.2%
11,651
1.4%
152.1%
100% ＊額（100万リンギ）
835,040

2015年版通商白書では、①中国・ア
セアン、②南西アジア、中東、ロシ
ア・CIS、中南米、③アフリカ、を３つ
の新興国市場と位置付けて、各地域
における取組の基本的方針を示して
いる。
マレーシアを含む中国・ASEAN地
域には約3万社の我が国企業が製
造業を中心に進出しており、既に現
地で相当程度の産業集積、サプライ
チェーンを形成している。（マレーシ
アでは2015年8月現在で1428社、う
ち製造業は722社）。
また中間層・富裕層の増加に伴い、
生産拠点としてだけでなく、消費市
場としての魅力が増加している。た
だし、同地域において自動車、家電
等の日本製品は一定程度のシェア
を獲得しているが、近年、海外の競
合企業の追い上げは著しく、競争は
激化している。

出所：JETROアジア経済研究所「動向年報2015 23-マレーシア_CS.indd」 より作成
http://d-arch.ide.go.jp/browse/pdf/2014/206/2014206STA.pdf

4）マレーシアの知的財産権

（なお契約関係の知識は、下記

5）マレーシアの輸入関税とGST （Goods & Service Tax）税

お役にたつWEBサイト【 貿易実務の知識】をご一読ください）

経済連携協定の活用について、はじめの一歩！

マレーシアへ輸出する際、
小物・サンプルならここからスタートできます！
INVOICE

+

税関告知書

【WEB＋国際宅配便＋カード決済】

決済代行

CN22 or CN23
税関に対して郵便物の内容
品を通知するための用紙

輸
出
者

輸出条
件

2）原産地証明書

国際宅配便
で7日以内
でお届け

輸
入
者

輸入
国との
コミュ
ニケー
ション
が必
要！

動画で見る！特定原産地証明書

国際宅配便【一例】
http://www.post.japanpost.jp/int/ems/

輸入者と同
じ

http://www.y-logi.com/
具体的な商品
名･型式等
運賃、運送保険、梱包費

http://www.dhl.co.jp/

配送状況を確認できる追跡サービスや付保できる損害賠償制度があり
ますので、ご確認ください。
EMSの場合：サイズ・重量制限は、長さ：1.5Mまで、長さ＋胴回り
＝３ｍまで。 最大重量は３０ｋｇ迄です。

銀行名・支店名・口座番号・住
所など
輸出者サイン

インボイスの書式は下記サイトでダウンロードできます
https://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html

決済代行【一例】

１）関税減免の手続き

出所：日本アセアンセンター「アセアンシンポジューム」
http://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/2016/02/
Mega-FTA-No4.pdf
www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/index.html

お役に立つWEBサイト
【貿易実務の知識】

マレーシア国内全域の場合
価格の目安：５ｋｇで6,300円、１０ｋｇで10,500円、30kgで26,500円
日数の目安：３日
*配送エリアやサービス条件、送付先お客様のご意向などにより、ご賢察ください*

www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/index.html

【通関業者をお探しの方へ】
http://www.paypal.jp

http://www.cardservice.co.jp/

【知的財産権】

http://www.j-payment.co.jp/

http://www.veritrans.co.jp/

海外に現地法人を設立することなく、日本国内法人と決済
代行業者との契約のみで外貨建てのクレジットカード決済
の導入ができます。一般に、決済できる金額は1契約100万
円程度です。

【中小企業海外PL保険制度】
http://tsuka
ngyo.or.jp/se
arch/

http://www.smrj.go.jp/keiei
/kokusai/virtual/index.html

http://www.jcci.or.jp/
hoken/plkaigai.html

（注）：当商談会マニュアルは2017年1月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

中小機構CEO商談会活用マニュアル 【マレーシア進出・投資編】
投資を考えるなら、まず国内でできることから・・・
１）事前の確認事項
マレーシア会社法による企業形態

マレーシアへの進出の形態は

マレーシアの投資事情

製造業への投資優遇措置
免除
期間

以下の場合は「合弁」が得策です。
①販路確保（現状の販路を利用した販売・
営業活動） 、
②事業運営ノウハウ獲得（販売、生産、労
務管理等地域性に即した運営）、
③製造ノウハウ獲得（安い労働力を使っ
た製造システムの適用等）

資本金負担（リスク）
経営の自由度
事業立ち上げスピード

合弁契約交渉に当たってのポイント
項目
内容
a 出資
出資額、割合、方法（現金、現物）
b 役割分担・責任範囲
設立手続き、事業運営
c 取締役会
取締役会議の頻度、運営方法
d 株式
譲渡制限、新株引受
e 契約条件
契約継続期間、契約破棄条件、準拠法
f 紛争解決
仲裁条項、仲裁場所、仲裁機関

２） 投資手続き
製造ライセンスの取得申請

SdnやBhdとは？

独資か合弁か？

独資
多い
大きい
遅い

合弁
少ない
少ない
早い

【製造技術許諾及び技術援助契約】

＋

：製造技術許諾の範囲など
【機器供給契約】：供給範囲、価格及び納期など
【工場設計契約】：設計範囲及び規格など
【人員派遣契約）】：派遣者の取扱及び供給など
【原料供給契約】 ：供給範囲及び価格など

投資保証措置

マレーシアでは、直接税と間接税の双方において税
制上の優遇措置が認められる。業種は、製造業、農
業、観光業（ホテル業を含む）と特定サービス産業お
よびR&D（研究開発活動）、職業訓練事業、環境 保
護事業が対象。直接税の優遇措置とは、一定の期間、
法人税の全部または一部が免除されることで、一方、
間接税の優遇措置とは、輸入関税、販売税、および
物品税が免除されること。
（出所：ＭＩＤＡ発行「マレーシア製造業投資: 政策・優遇措置・制度」

概要

ハイテク企業

小規模製造企業

生産日（生産レベルが生産能力の
30％に達した日と定義）から始まる免
パイオ
税期間中、課税所得総額から収益的
ニア・
５年間 支出と基本控除を差し引いた法定所
ステー
得*の30％に対してのみ課税。期間
タス
中未控除の資本控除と累積損失繰
越しもできる。

最先端技術分野における奨
励事業や奨励製品の製造に
従事する企業における法定
所得の100%が法人税を免
除。繰り越しもできる。

株主資本がRM50万リンギ
未満で最低60％のマレー
シア資本を有するマレーシ
アで設立された小規模製
造企業は、法定所得の
100%が法人税免除。

認可プロジェクトで使用される工
場・プラント・機械・その他設備
投資税
の60％に相当する控除。企業はこ
額控除 ５年間
の控除で該当賦課年度の法定所得
（ITA）
の70％を相殺できる。繰り越しも
できる。

５年間に発生した適格資本
的支出の60 ％に相当する
投資税額控除。この控除
で、該当賦課年度の法定所
得の全額を相殺できる。繰り
越しもできる。

５年間に発生した適格資本
的支出の60％に相当する
投資税額控除。この控除
で該当賦課年度の法定所
得の全額を相殺できる。繰
り越しもできる。

中小企業

①付加価値が25％超、
②経営(M)、技術(T)、
管理(S)に従事する者
の全従業員に占める割
合が20％超。が必要

課税対象所得50万リ
ンギまで、20％の法
人税を軽減。残りの課
税対象所得には、25%
の法人税率が適用。

＊奨励事業および奨励製品リストは、ＭＩＤＡ発行「マレーシア製造業投資: 政策・優遇措置・制度」をご参照ください。
＊一般に、パイオニア・ステータスに適しているのは、事業開始後すぐに利益が発生するプロジェクト。他方、初期投資額が大きく、操
業開始後の数年間は設備償却費がかさむなどの理由から利益が発生するまでに時間がかかるプロジェクトの場合は、投資税額控
除の方が適している。
＊以下の分野の詳細も、ＭＩＤＡ発行「マレーシア製造業投資: 政策・優遇措置・制度」をご参照ください。
農業部門、 航空宇宙産業、バイオテクノロジー産業、観光産業、環境マネージメント、研究開発、医療機器産業、 研修、 認可
サービス事業、 船舶・輸送機器産業、MSCマレーシアに対する優遇措置、情報通信技術(ICT)、製造関連サービス、経営統括本部、
国際調達センター(IPC)/地域流通センター(RDC)、駐在員事務所と地域事務所、 財務マネージメント・センター(TMC)、 マレーシ
アにおける産業デザイン・サービスの提供、私立学校とインターナショナル・スクール、 その他の優遇措置

（出所：ＭＩＤＡ発行「マレーシア製造業投資: 政策・優遇措置・制度」

インフラ情報

http://www.mida.gov.my/env3/uploads/Publications_pdf/MalaysiaInvestment_Policies_Icentive
s_Facilities/MIMS2012_J.pdf

コスト競争力に勝る【タンジュン・ペレパス港】

【太陽光発電の導入・製造工場建設に意欲的なマレーシア】

株主資本が250万リンギ以上、またはフルタイム（常勤） 有給従業員を75人以上雇用する製造業の企業は、1975年工
業調整法(ICA)に基づ き、国際通商産業省(MITI)に対し製造ライセンスの取得申請が必要。ライセンスの管理はＭＩＤＡ
（マレーシア投資開発庁)。ＭＩＤＡではこのほか、投資優遇措置・外国人就労パス、関税などの相談も受け付けている。

会社設立手続き
会社名の許可申請
会社の登記申請
会社設立証明書の
発行（登記完了）
会社設立後の業務
（１ヶ月以内）

設立後、
第１回の株主総会

マレーシアの会社登記所（Companies Commision of Malaysia[CCM]＊）に社名使用許
可を申請し、許可を得る（社名の有効期間は３ヶ月）。＊マレーシア語では【SSM】＊
【CCM】 に申請。必要書式は以下のとおり】
① 基本定款と付属定款
②取締役or発起人に就任する者の法定宣言
③規定遵守に関する宣言書

④下記追加資料

＋

会社名許可書の原本、【CCM】からの認可を通
知文書の写し、取締役全員と会社秘書役の身
分 証明証の写し、外国人はパ スポートの写し

認可後、会社or代理人は、会社法の順守を確実にする責任があ
る。会社の詳細、会社名、授権資本金におけるいかなる変更も、
変更日から１カ月以内に、費用と共にCCMに報告が必要。
すべての会社は、適正な会計帳簿のを保持を求められる。歴年
に一度、年次報告書を(SSM)に提出しなければならない。
注：外国人には弁護士・事務弁護士・会計士・秘書業務会社の
サポートを受けるように勧められている。

① 基本定款に必要な項目
・社名、・事業目的、・授権資本金
（該当する場合）、一株当たりの金
額、株式発行予定数など
②付属定款に必要な項目
会社運営と事業活動に関する
社内管理規定

【ＭＩＤＡ（マレーシア投資開発庁)】：マレーシアの工業発展の促進と調整を担う、国際通商産業省(MITI)傘下の政府機関
東京事務所 〒105-6032 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー32階 Tel: (03) 5777 Website: www.midajapan.or.jp
（注）法律・政令の解釈・運用は日々変更があり、実際に進出を調査・検討される際は、必ず最新法律・政令の原典を確認ください。

20フィートコンテナの輸出コストは、世界一安
いと言われている。
・シンガポールのチャンギ空港（車で 90 分）、
・ジ ョホール州のセナイ空港（車で 30 分）、
・マレー鉄道とも結ばれていて利便性が高い。
出所：JETROほかWEBサイトより

自由工業
地域(FIZ)

最小限の税関手続き以外にも、自由工業地域(FIZ)に位置する輸出志向の製造企業は、生産活動に直
接必要な原材料、コンポーネント部品、機械設備の輸入税の免除が受けられる。さらに、完成品の輸出に
あたっても手続きが簡素化されている。 現在までに、18ヵ所の自由工業地域(FIZ)が、設けられている。

【地域別工業団地、連絡先】

次のURLがお役に立ちます。入居日系企業もわかります！

http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/malaysia/invest/industrialestate/index.html/
（注）：当商談会マニュアルは2017年1月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

