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2018 年 6 月 1 日より GST 率の 6%から 0%への引き下げ
マレーシア財務省（以下「財務省（MOF）」）発表
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新政府発足後 100 日以内に GST 制度を廃止するというマレーシアの新政府の公約
に合わせ、財務省は、2018 年 5 月 16 日付の声明（以下「財務省（MOF）声明」）にお
いて、現在 6％の GST 率を、2018 年 6 月 1 日以降 0%に引き下げることを発表しま
した。
財務省（MOF）声明では、特に、現行 6％の標準税率の GST の対象となっている、マ
レーシア国内で供給される物品及びサービス、並びに輸入対象の物品及びサービス
が、2018 年 6 月 1 日以降に GST 0%の対象となることが示されています。
さらに、財務省（MOF）声明では、登録事業者には引き続き、現在有効なすべての規
則（タックスインボイスの発行、GST 確定申告書の提出、及び仕入税額控除の申請な
ど）が適用されることが明確にされています。企業は、物品及びサービスの価格が 201
1 年価格管理・不当価格防止法を遵守していることを確認する必要もあります。
下記で詳細を示すとおり、財務省（MOF）声明に加え、6 つの補足法令が連邦官報で
発表されました。

標準税率の対象物品の GST 率が 0％に
2018 年物品及びサービス税（税率）（改正）命令に従い、標準税率の対象となっている
物品及びサービスの供給に適用される GST 率が、6%から 0%に引き下げられます。
注意が必要なのは、当該供給が、取り扱い上、標準税率の対象となる供給（GST 率は
0%）のままと取り扱われ、ゼロ税率対象の供給とはならないことです。
標準税率の対象となる供給に関する GST 率が変更された後、2014 年物品及びサー
ビス税法（以下「GST 法」）の第 66 条に定められている移行措置規定が、税率変更期
間中の供給に対して適用されることになります。移行措置規定には、特定の供給に関
する状況ごとに、旧税率（6％）と新税率（0％）がどの時点で適用されるかについて指
針が示されています。

ゼロ税率の対象の供給の廃止
2018 年 6 月 1 日前は、ゼロ税率の対象となる供給は、次が該当します。
(i)

2014 年物品及びサービス税（ゼロ税率供給）命令（以下「ゼロ税率令」）
においてゼロ税率供給であることが規定されている物品及びサービスの
供給

(ii)

輸出品の供給

ゼロ税率令は、2018 年物品及びサービス税（ゼロ税率供給）（廃止）命令によって 201
8 年 6 月 1 日に廃止されます。
このため、2018 年 6 月 1 日以降、現在ゼロ税率令に定められている物品及びサービ
スのすべての供給が GST の対象となり、標準税率が適用される供給として取り扱わ
れます。これらの供給の技術的な性格付けに変更があるものの、標準税率の対象とな
るすべての供給に今後も 0%が適用され、仕入税額控除が標準税率の対象となる供
給について引き続き利用可能であるならば、正味の GST 額に影響はないと考えられ
ます。
また、GST 法の第 66 条は、ゼロ税率供給が標準税率の対象となる供給に変更され
た場合に適用される移行措置規定を定めています。
財務省（MOF）声明で確認されたとおり、2014 年物品及びサービス税（免税供給）命
令が現時点で適用されている免税対象の供給には影響がないことにご留意ください。

特定の供給の処理の簡略化
2018 年 6 月 1 日から GST 率の標準税率が 0％に引き下げられるのに伴い、これか
ら発生する、供給の GST 処理を簡略化するため、次の供給に関する補足法令が可決
されました。
(i) 指定領域間又は指定領域内で行われる特定の供給（2018 年物品及びサー
ビス税（指定領域に関する供給に対する課税）（廃止）命令）
(ii) 自由区域間又は自由区域内で行われる特定の供給（2018 年物品及びサー
ビス税（自由区域に関する供給に対する課税）（廃止）命令）
(iii) 連邦政府及び州政府が行う特定の供給（2018 年物品及びサービス税（政府
への適用）（廃止）命令）
(iv) 現在 GST が免除されている供給（2018 年物品及びサービス税（免除）（廃止）
命令）

企業が注意すべきこと
上記の変更が約 2 週間後に施行されることを見据え、企業は、2018 年 6 月 1 日以降
の自らに関係する変更を遵守するために、準備的な措置を迅速に進めていく必要があ
ります。特に、企業は、次の事項について検討する必要があります。


小売価格表示の更新－広告、見積り及び価格の表示が現在 6%の GST を
含む価格で表示されている場合、2018 年 6 月 1 日以降の価格表示に 6%の
GST が含まれないようにするための変更が必要です。



不当利益防止の問題－財務省（MOF）声明では、2011 年価格管理・不当価
格防止法が特に言及されています。物品及びサービスの価格が確実に GST
率の引き下げを反映するように、マレーシア税関及び国内取引・協同組合・消

費者省が、企業及び小売店に対し綿密なモニタリングを行うことが予想されま
す。


継続する遵守要件－GST 標準税率の 0％への引き下げにかかわらず、GST
法及び補足法令に基づくすべての遵守義務及び届出義務は、引き続き存続し
ます。そのため、GST 法及び補足法令に基づく義務及び要件のすべてに従
わなければなりません。これには、特に、タックスインボイスの発行、GST 確
定申告書の提出、GST 債務の支払い、及び記録保持などがあります。



移行措置規定－企業は、税率の変更及びゼロ税率令の廃止が行われる期間
中の供給に関し、GST 法の第 66 条に定める移行措置規定がどう適用される
かについて十分検討する必要があります。



GST 込み価格で行われた契約－現在有効な契約が GST 込みの対価額に
基づいて締結されている場合、企業は、GST の変更がこのような契約に基づ
き支払われる対価に影響するかどうかを慎重に検討することが必要であると
いえます。

また、全般的に、GST 制度は、上記の法令上の変更によって廃止されるのではなく、G
ST 制度の枠組みが今後の変更があるまで維持されると考えられます。
財務省（MOF）は、2018 年 5 月 17 日に追加的な声明を発表し、売上及びサービス税
（以下「SST」）につき、実施に向けたスケジュール案は示されなかったものの、これを
再導入することを明確にしました。声明においては、GST 率の引き下げ後の GST 歳
入徴収に不足が出た場合、近日中に発表される収入及び支出に関する特定措置で補
われることが示されました。
再導入される SST 制度が、GST 導入前に施行されていた以前の SST 制度と範囲、
形式及び税率において同じものであるかどうかは未だ明らかにされていません。
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弊社のクライアントアラート「マレーシアにおける GST 廃止案及び税制改革案」（2018
年 5 月 15 日付）は こちら をクリックしてご覧ください。
本ニュースレターの英文原文はこちらから。
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