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経済概況
GDP growth
• 2022年の経済成長率は回復の勢いを保つものの、

2023年には4.0%〜5.0%に減速すると予想され
る。

• 2022年は、内需、外需の堅調な拡大、労働市場
の継続的な回復に牽引され、良好な経済成長が見
込まれる。

• 2023年は、地政学的不確実性の影響および世界
的な金融引き締めを緩和するための継続的な政策
支援と強固な経済構造に支えられ、緩やかな成長
が予測される。

GDP growth by sectors
• サービス業と製造業は、外需と内需に支えられ、
すべてのサブセクターで拡大し、引き続き経済へ
の主要な貢献を担う分野である。

• 建設分野は、既存のインフラプロジェクトの加速
や民間投資の増加により、商業施設や住宅の
需要が増加し、改善が見込まれる。

Trade
• 貿易総額は2022年に18.2%増のRM2兆635
億、2023年には1.3%増のRM2兆669億にな
ると予測されている。

• 規制緩和と経済再開および旺盛な外需により、
輸出入総額は回復。

• 世界的な不確実性、サプライチェーンの混乱、商
品価格の変動を受け、2023年は緩やかな貿易
実績が予想される。

Note:    e: - Estimate data      f – Forecast data

Source: Ministry of Finance, Economic Outlook 2023

Source: Ministry of Finance, Economic Outlook 2023

Source: Ministry of Finance, Economic Outlook 2023

YoY GDP growth 
(%) 2019 2020 2021 2022e 2023f

Manufacturing 3.8 -2.7 9.5 6.3 3.9

Agriculture 1.9 -2.4 -0.2 0.1 2.3

Services 6.2 -5.4 1.9 8.2 5.0

Mining -0.6 -9.7 0.3 2.1 1.1

Construction 0.4 -19.3 -5.2 2.3 4.7
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4.0% - 5.0%
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Federal government revenue

• 2022年の税収は22％増のRM2,852億、
2023年は地政学的緊張の長期化と金融
政策の引き締めで4.4％減のRM2,726億に
なると予想される。世界的な商品価格の低
迷が予想されるため、税収の伸びも鈍化する
見込み。

• 直接税は、法人税、石油税、個人所得税の
徴収の改善により、増加する見込み

• 間接税は、消費と貿易の堅調な伸びにより、
2022年には17.1%改善すると予測。すべて
の構成要素が増加する見込み。

Labor market

• 2022年、2023年は労働市場が強化され、
雇用者総数は1,560万人を記録すると予想
される。

• 失業率は、国内外の景気拡大に伴う企業や
産業界の労働力需要の増加により、低位継
続する見込み。

Unemployment rate

Note:    e: - Estimate data      f – Forecast data

Domestic demand
• 国内需要は2022年に6.3%の成長、2023年は

5.1%に減速

• 政府消費は人件費支出等の増加により拡大する
見込み。公共投資は国内の主要プロジェクトに充
当され、拡大すると予測される。

• 一方、民間消費は労働市場や経済・社会活動の
着実な回復に支えられる見込み。民間投資の増
加は、技術集約的な製造業とサービス業における
設備投資の増加による。

Source: Ministry of Finance, Economic Outlook 2023

Source: Ministry of Finance, Economic Outlook 2023

Source: Ministry of Finance, Fiscal Outlook and Federal Government Revenue Estimates 2023
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TOTAL revenue Tax revenue Non-tax revenue

in 
RM million 2019 2020 2021 2022e 2023f

Direct tax 134,723 112,511 130,116 147,206 152,392

Indirect tax 45,843 41,887 43,588 51,021 53,191

In
 R

M
 (m

illi
on

)

In % 2019 2020 2021e 2022f 2023f

Public 
consumption 2.0 3.9 5.3 1.0 2.0 

Public 
investment 10.8 -21.3 -11.3 2.2 2.1

Private 
consumption 7.6 -4.3 1.9 8.7 6.3

Private 
investment 1.6 -11.9 2.6 3.0 3.7 

3.3%

4.5% 4.6%
3.8% - 4.0%

3.5% - 3.7%

2019 2020 2021 2022e 2023f
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2023 
Budget 
Highlights

 賦課年度2023より、資本金RM250万以下、
年間売上高RM5,000万以下の企業の課税所
得RM100,000に対して、所得税率を17%から
15%に引き下げる。

 RM100,001からRM600,000の課税所得は
引き続き17%が適用され、超過分は現行の
24%で課税される。

2%
最初のRM100,000
の課税所得に対する
法人所得税率

1 中小企業向け法人所得税率の軽減 2 居住者の個人所得税率の変更

• 適格国内ミニマムトップアップ税（QDMTT）を、
2024年から適用することが提案されている。

• 全世界の年間売上高が7億5千万ユーロ（RM35
億）以上の多国籍企業が対象。

15%
2024年から適格国内
ミニマムトップアップ税を
適用

4 BEPS 2.0: Pillar Two（第2の柱）

森林プランテーションや水力発電プロジェクトのような
長期にわたる事業分野の企業において、未使用の
税務上の欠損金を繰り越すことができる期間が20
年まで延長される。

特定事業分野の欠損金繰越期間の延長3

20 years

2%
• RM50,001からRM70,000の
課税所得帯に適用される税率
が13％から11％へ

• RM70,001 からRM100,000
の課税所得帯に適用される税
率が21％から19％へ

0.5% • RM250,001からRM400,000
の課税所得帯に適用される税率
が24.5％から25％へ
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グリーンテクノロジー関連税務インセンティブの見直し

ソーラー、ソーラー＋蓄電システム（BESS）以外の活動

 適格グリーンプロジェクト、建物、資産に対して、5年間、
100%のグリーン投資税額控除（GITA）を適用。法
定所得の70%と相殺が可能。

 適格グリーンサービスにかかる法定所得に対して、5年
間、70%のグリーン所得税免除（GITE）

ソーラーに関する活動

 適格グリーンプロジェクト、資産に対して、3年間、60%
のグリーン投資税額控除（GITA）を適用。法定所得
の70%と相殺が可能。

 適格グリーンサービスにかかる法定所得に対して、3年
間、70%のグリーン所得税免除（GITE）

ソーラーリース

 法定所得に対して、10年間、70%のグリーン所得税
免除（GITE）

2024年1月1日から2025年12月31日までに
Malaysian Investment  Development Authority 
(MIDA)に受領された申請が対象。

7

電気自動車（EV）充電設備メーカーに対する税務
インセンティブ

100%100%
賦課年度2023か
ら2032までの法定
所得に対する法人
税の免除

2022年10月8日から2025年12月31日までにMIDA
に受領された申請が対象。

法定所得の100％と
相殺できる5年間の
投資税額控除

or

8

“Plant”の定義の拡大

Capital allowance（税務上の減価償却費）に
おける “plant” の定義を拡大し、ソフトウェアなどの
無形資産も含める。

5

炭素税の導入

 政府は炭素税の導入を計画しており、マレーシアにおけ
るカーボンプライシングメカニズムの実現可能性を調査す
る意向。

 実施時期などの詳細は未定。

6
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9

二酸化炭素回収、貯留 (CCS)に対する税務インセンティブ

CCSを自社で行っている企業

 法定所得の100％と相殺できる10年間、100％の
投資税額控除。

 2023年1月1日から2027年12月31日における
CCS技術用機器の輸入関税と売上税を全額免除。

 操業開始日前5年以内の操業準備費用に対する
税額控除。

CCSサービスを提供する企業

 2023年1月1日から2027年12月31日における
CCS技術用機器の輸入関税と売上税を全額免除。

 サービス提供を受ける企業において、CCSのサービスを
利用するために発生した費用の税額控除（賦課年
度2023から2027）

70%100%
法定所得の100％と
相殺できる10年間の
投資税額控除

10年間の法定所得に
対する法人税の免除

or

電気自動車（EV）のレンタルにかかる税務
インセンティブ

 賦課年度2023から2025までの間、EVのレンタルに
対する税額控除がRM300,000に引き上げられる。

10

11

12

 人工知能(AI)を活用した空き缶回収機の寄付・協賛
金に対する特別の税額控除。

 2023年1月１日から2024年12月31日までMOFに
受領された申請が対象。

AIを活用したReverse Vending Machineの税
額控除

Sustainable and Responsible Investment 
（SRI）連動型Sukukの税額控除
賦課年度2023から2027まで、SRI連動型Sukukの発
行費用に対する税額控除。

2023年1月１日から2027年12月31日までにMinistry of Finance (MOF)に受領された申請が対象
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13

14

マレーシア証券取引所（Bursa Malaysia）の
上場費用にかかる税額控除

 ACE市場およびLEAP市場への上場費用に対する150
万リンギットまでの税額控除を2025年まで延長。

 メイン市場へのテクノロジー系企業の上場費用をカバー
するため適用範囲を拡張。

既存の税務インセンティブの延長
ヘルスケア
• メディカルツーリズムの法定所得の100％と相殺するこ
とができる5年間、100％の投資税額控除の申請期
限が、2025年12月31日まで延長。

• ワクチンを含む医薬品を製造する企業が適用できる
0％-10％（最初の10年間）および10％（その後
の10年間）の軽減法人税率の申請期限が、2025
年12月31日まで延長。

• 民間ヘルスケアサービス輸出の増加額について、法定
所得の70%を限度として控除することができるインセン
ティブが賦課年度2025まで延長。

バイオテクノロジーと食品製造
• BioNexusステータス企業に対する既存の税務インセ
ンティブが2024年12月31日まで延長。

• 食品製造プロジェクトに対する既存の税務インセンティ
ブを2025年12月31日まで延長し、 Controlled 
Environment Agriculture （CEA）に関する農
業ベースのプロジェクトにも拡大する。

航空宇宙と造船
• 航空宇宙産業に対する既存の税務インセンティブが

2025年12月31日まで延長。
• 造船・船舶修理業に対する既存の税務インセンティブ
が2027年12月31日まで延長。

戦略的ハブ
• 0%、5%、10%の税率を適用できるPrincipal hub
インセンティブの申請期限が、2025年12月31日まで
延長。

• ５＋５年間、10％の税率を適用できるGlobal 
Trading Centreの申請期限が、2025年12月31日
まで延長。

知的財産権
• マレーシアで開発された知的財産権から生じる所得に
対する100％免税措置の申請期限が、2025年12月
31日まで延長。

投資
• エンジェル投資家による投資額に相当する所得税の免
税措置を2026年12月31日まで延長。

• 個人投資家がエクイティクラウドファンディングで投資した
金額の50%に相当する所得税の免税措置が、
Limited Liability Partnership Nominee 
Companyを通じた投資にも拡大され、2026年12月
31日まで延長。
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1〜5つ星ホテル、テーマパーク、コンベンションセンターの
改修、拡張、近代化に対し、5 年間（賦課年度2023
から2027）、適格資本支出に対して 60%の 再投資
控除（RA） を適用。法定所得の 70%と相殺が可能。

ホテルと特定観光事業への再投資控除

5  years再投資控除

16

観光オペレーターの税務インセンティブ見直し

ツアーパッケージの運営事業から得られる法定所得に対す
る100%の所得税免除を享受するための条件を緩和。

 マレーシア国内：年間400人以上の地元観光客の参
加、または

 マレーシア国外から： 年間200人以上のインバウンド
観光客の参加

税務インセンティブは賦課年度2023まで延長。

製造業、サービス業における自動化に対する
税務インセンティブ

17

100% 加速度償却

 自動化の範囲にIndustry 4.0の要素の適用を含む

 農業分野にも適用拡大

 資本的支出金額をRM10百万まで引き上げ

 2027年12月31日まで延長

18

賦課年度2023から2025に行われた適格資本的支
出が対象で、１年内に使用する必要がある。

Closed House Systemでの養鶏に対する
税務インセンティブ

100%

100% 加速度償却

税額控除
+



© 2022 KPMG Tax Services Sdn. Bhd., a company incorporated under Malaysian law and a member 
firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International 
Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

9

 2023年1月1日から2023年12月31日までにホ
テルが購入した認定マレーシア手工芸品について、
RM500,000までの特別控除が認められる。

マレーシアの手工芸品購入にかかる特別控除

19 20

+ 2 years
• 2023年1月1日から2024年12月31日までに実行
された金銭貸借変更契約にかかる印紙税についても
免税措置を適用する。

• 2023年1月1日以降に実行された家族間（夫と
妻、両親と子女、祖父母と孫）での不動産の移
転が対象

• 不動産の受領者はマレーシア国民であること

家族間の不動産移転にかかる印紙税

22

RM10 

金銭貸借変更契約にかかる印紙税の免税措置延長

23

 賦課年度2023から2025まで、 Malaysian 
Prison Department管轄のHenry Gurney 
School、 Social Welfare Department管
轄の保護・更生施設、ケアセンターの受刑者およ
び元受刑者に対する報酬について、追加の税額
控除が認められる。

少年院受刑者及び元受刑者に対する報酬の追
加控除

Company Limited By Guaranteeとして登録され
た慈善病院は、発生した慈善活動の支出額に相当す
る所得税が免除される。

寄付者は、総収入の最大10%まで税額控除を受け
ることができる。

慈善病院の免税

21
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所得控除の延長

本人、配偶者、子女の医療費控除

24

25

27

26

• チャイルドケアセンター、幼稚園への支出 RM3,000
• 国家教育貯蓄スキーム（Skim Simpanan

Pendidikan Nasional）への拠出金 RM8,000

賦課年度2023より、医療費控除の対象が歯科検
診・歯科治療費にも拡充される（RM1,000まで）

生命保険料、タカフル拠出にかかる所得控除の拡充

賦課年度2023より、RM3,000の保険料控除の
対象が、自営業者による自主的なEPFへの拠出
にも拡充される。

キャリアブレイク後に復職する女性の支援

YA 2023         YA 2028
マレーシアの女性がキャリアブレイク後に復職する場合、賦
課年度2023から2028までに受領した給与所得に対し
て、最大12か月分の給与所得が免税となる。

28

Covid-19検査費用にかかる所得控除

賦課年度2023より、所得控除の対象がMinistry of 
Healthにより認証された機関によるCovid-19検査費
用にも拡充される。

to YA 2024
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ニコチン代替療法に対する輸入関税および売上税
の免税

• ニコチンガム、ニコチンパッチについて、5年間の輸入関
税、売上税の免税。

• 2023年1月1日から2027年12月31日までにMOFに
受領された申請が対象。

29

輸入電気自動車（CBU）に対する免税

• 輸入電気自動車（CBU）に対する輸入関税および
物品税の全額免税措置が、2024年12月31日まで
延長される。

• 電気自動車の輸入にかかるApproved Permit (AP) 
fee が2023年12月31日まで免除。

30

観光用車両に対する物品税の免税

以下の観光目的で、新たにマレーシアで組
み立てられた車両（CKD）を購入する場
合、物品税の50%免税:
• 観光用ハイヤー、運転手付き車両
• 周遊バス
2023年1月1日から2024年12月31日ま
でにMOFが受理した申請が対象

31

50%

国内で組み立てられたバスについて、購入時の売上税
免税措置を2024年12月31日まで延長。

2023年1月1日から2024年12月31日までにMOF
が受理した申請が対象。

国内で組み立てられたバス

+ 2 years
売上税の免税措置延長

32
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• 個人が所有するタクシー、ハイヤーの売却等にかかる
物品税、売上税の免税措置が、高級タクシー、
TEKS1M 、空港タクシーにも拡大適用される 。

• 車両登録から5年以上経過した車両にまで対象が拡
大される。

• 2023年1月1日以降にRoyal Malaysian 
Customs Departmentが受理した申請が対象。

個人が所有するタクシー、ハイヤーの売却等にかかる
物品税、売上税の免税措置の拡大
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スタジオ・映画製作機器にかかる輸入関税、売上税
の免税

34

• 機器プロバイダー及びポスト・プロダクション、スタジオ、映
画などの製作サービスに対し、スタジオ・映画製作機器
にかかる輸入関税と売上税を2年間免除する。

• 2023年1月1日から2024年12月31日までにMOFが
受理した申請が対象。

• BioNexusステータス企業の原材料／部品、機械装
置に対する輸入関税、売上税の免税措置を2024
年12月31日まで延長。

• bona fide statusを有する造船・船舶修理業の輸
入関税、売上税の免税措置を2027年12月31日ま
で延長。

輸入関税、売上税の免税期間延長
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• 2023年度から税務当局 (IRB)によるe-Invoicing
制度が段階的に適用される。

• 特定の納税者を選定し試験運用が実施される。

e-Invoicingの適用
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