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本書は、10か国・12拠点（2021年11月時点）を有するTNYグループのう
ち、TNY Consulting（Malaysia）SDN.BHD.の業務を行っている弁護士ら
により、現地メンバーの協力も得ながら、実際にマレーシア法務を取り扱う
経験を通じて得た知見を活かし、ビジネスに関する法制度および実務上の留
意点等について概説したものです。
マレーシアは、2020年⚒月時点で1,544社の日系企業が進出しており、東
南アジア諸国の中でも有望な投資先となっています。マレーシア人は英語が
堪能な者が多く現地スタッフとのコミュニケーションが容易であること、賃
料が比較的安いこと、インフラが充実し政治が安定していることなどの点で
投資先として魅力的であり、今後も安定して日系企業の進出先となると考え
られます。また、マレーシアは、一般的に他の東南アジア諸国に比して、法
制度が整備された国であると評価されています。これは、裁判例の蓄積も比
較的多く、判例検索システムにより過去の先例を調査することが容易である
ことからもうかがえます。オンラインでの申請も多いことから、他の東南ア
ジア諸国でみられる行政における不正も少ないといえます。もっとも、マ
レーシア法務について日本語で詳述する書籍はいまだ数が少なく、多くの日
系企業の法務担当者からマレーシアの法制度への対応に苦労したとの声を聞
きます。
われわれは、2017年⚙月に日本人弁護士として初めて、クアラルンプール
に会社（TNY Consulting（Malaysia）SDN. BHD.）を設立し、現地に日本人弁
護士を常駐させ、マレーシア人弁護士と共に現地日系企業の法務問題を数多
く取り扱ってきました。このように、実際にマレーシアに拠点を有し、多数
のマレーシア法務案件を取り扱った経験を活かし、マレーシアの法律のう
ち、民間企業のニーズの高い分野についてこれまで集積した情報を一冊の本
にまとめることにより、日本企業のマレーシア進出やマレーシアでの企業活
動の一助となり、日本とマレーシアとの架け橋になれればと想いから本書を
出版するに至りました。
本書の特徴としては、まず、マレーシアでビジネスを行ううえで把握すべ

はしがき

1

user
テキストボックス
ＴＮＹグループ編『マレーシア法務』民事法研究会発行



き法律（会社法、労働法、個人情報保護法、知的財産法など）を近年の改正法
を踏まえて網羅的に説明しています。そして、特に問題が生じる可能性が高
い場面（労働者の解雇など）は、単に条文の記載だけで終わることなく裁判
例を踏まえて説明しています。
また、外資規制や事業を始めるにあたり必要となる許認可等のライセン
ス、注意すべき政策など新しくマレーシアに進出する際の留意点や進出方法
についても詳細に記載しています。
さらに、本書では、一般的な製造業だけでなく、われわれが過去に取り
扱ったビジネスモデルであるドローンビジネスやECプラットフォーム事業
に関する規制など多種多様な事業に関する法規制について、担当官庁に対し
て調査した結果を基に記載しています。これにより、これからマレーシアで
新規事業を始めようとする場合に、マレーシアでの新規事業の容易性や可能
性などを予測することができます。
本書は、企業の経営者や法務担当者、これらの方々に助言をする立場にあ
る各種の専門家・実務家、さらにはマレーシアに関心ある方などを読者とし
て想定しています。TNYグループでは、本書についてのご批判を含めて、
マレーシア法務に関するご意見を広く募集しております。また、全国各地、
あるいはオンラインでの各種セミナーのご依頼も積極的に受け付けておりま
す。下記までお気軽にお問い合わせください。

TNYグループ
Email: info@tnygroup.biz
http://www.tnygroup.biz/

最後になりますが、本書の出版にあたっては、株式会社民事法研究会編集
部・南伸太郎氏に、編集・校正の全般にわたって大変細やかなご指導をいた
だきました。本書でわかりづらい点があれば筆者一同の責任ですが、読みや
すい点があるとすれば同氏のおかげです。ここに記して謝意を表します。
2021年11月

執筆者一同
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第１ はじめに
マレーシアに進出するための形態としては、直接的な進出形態である①現
地法人の設立（本章第⚒参照）、②M&Aによる現地法人の買収（本章第⚓参
照）、③外国法人の支店の設立（本章第⚔参照）、④駐在員事務所・地域事務
所の設立（本章第⚕参照）、および、間接的な進出形態である⑤契約による進
出（販売代理店契約、フランチャイズ契約等）（本章第⚖参照）が考えられる。

第２ 現地法人の設立

１ 概 要

マレーシア会社法（Companies Act 2016。以下、「会社法」という）に基づき
会社を設立する方法である。
製造業や流通取引業については、支店の設立による進出（本章第⚔参照）
ではライセンスの取得が困難なため、現地法人の形態をとる必要がある。
また、事業の種類によっては居住企業として税制面での優遇を受けること
ができる。
会社の設立手続・機関設計等については第⚓章（会社の運営等）、現地資本
との資本比率に関する問題は第⚔章（事業参入と外資規制）を参照されたい。

２ 会社の形態

マレーシア会社法に従って設立される会社には、大きく分けて、以下の⚓
つの形態がある。
① 有限責任株式会社（公開会社、非公開会社）
② 有限責任保証会社（公開会社）
③ 無限責任会社（公開会社、非公開会社）
①の有限責任株式会社は、社員の責任が出資した株式の金額に限定される
会社で、公開会社・非公開会社の⚒つの形態が存在する（日本における「株
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式会社」とほぼ同じ概念であるため、以下、単に「株式会社」という）。マレー
シアにおける非公開株式会社は、ⓐ株主の人数が50名以下であること、ⓑ株
式の譲渡を制限していることという条件を満たす株式会社であり、非公開株
式会社でない株式会社は公開株式会社となる。
②の有限責任保証会社は、社員の責任が、会社の清算時に社員が拠出すべ
き金銭としてあらかじめ引き受けられた金額に限定される会社である。形態
は公開会社に限定され、非公開会社としての設立は認められていない。ま
た、有限責任保証会社は、事業の目的が芸術・科学または慈善の促進等の目
的等に限られており、社員に対する利益の配当も禁止されている。
③の無限責任会社は、社員の責任が限定されていない会社であり、公開会
社・非公開会社の⚒つの形態が存在している。
会社法上は外国人または外国企業が設立できる会社の形態についての制限
は設けられていないものの、設立や運用が容易であることから、外国人また
は外国企業が会社を設立する場合、そのほとんどが非公開株式会社となって
いる。

３ 株主および取締役の人数等

⑴ 株主の人数

現行の会社法の下では株式会社の設立に必要な発起人は⚑名とされてお
り、⚑人株主会社の設立が可能となっている。
⑵ 取締役の人数等

非公開株式会社の設立には、マレーシアに基本住居をおく⚑名以上の取締
役、公開株式会社の設立には、マレーシアに基本住居をおく⚒名以上の取締
役が必要となる。

４ 定款の作成

株式会社において、定款の作成は任意とされている。

５ 設立手続の流れ

株式会社の設立手続は、おおむね以下のような流れになる。
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⑴ ネームサーチ

マレーシアで会社を設立する場合、社名を定める必要がある。
ただし、①望ましくないまたは受け入れがたい名前、②既存の法人・事業
と同一の名前、③予約されている名前と同一の名前、④所管大臣が指定した
名前については、使用することができない。
会社の発起人は、使用予定の社名が実際に使用できるかを確認するため
に、ネームサーチをする必要がある。ネームサーチには⚒つの方法がある。

❞ 設立申請と同時に行う方法
インターネットで、企業委員会（CCM：Commercial Commission of

Malaysia）に対し予定する社名および情報・書類（後記⑵❞参照）を提供して
会社設立申請を行う。申請した社名が企業委員会（CCM）に承認された場
合、引き続き設立手続が進められる。

❟ 社名を予約する方法
インターネットで社名を申請し、手数料RM50を支払う。手数料は申請す
る社名ごとに必要となる。
社名が承認された場合、その社名は承認時から30日間（登記官が認めた場

合は180日以内のより長い期間）予約されるため、申請者は同期間内に会社設
立の申請を行うこととなる。
⑵ 設立申請

❞ 必要な情報・書類
株式会社の設立申請の際に必要な情報または書類は、主に以下のとおりで
ある。
① 使用予定の社名
② 公開・非公開会社の区別
③ 事業の種類
④ 登録する事業所の住所
⑤ 株主、取締役、会社秘書役の詳細情報
⑥ 引き受けられる株式の種類および数
⑦ 取締役または発起人による同意および欠格事由非該当を表明した宣誓
書
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⑧ 申請が会社法の要件を順守している旨の宣言書
❟ 設立費用等

株式会社の設立に申請に必要な手数料はRM1,000となる。
必要な情報・書類が提出され、手数料が支払われた場合、登記官は会社を
登記し、会社に対し登録番号と登記通知書を交付する。
⑶ 会社秘書役の選任

会社の設立日から30日以内に、会社秘書役を最低⚑名選任する必要があ
る。
会社秘書役は、企業委員会（CCM）に対する年次報告書等の法定書類の提
出、株主総会や取締役会の準備・議事録の作成等の業務を行う役職である。
マレーシア人または永住者でなければならない等の一定の要件を満たす者で
なければ会社秘書役として登録を受けることができない。
会社秘書役の詳細については、第⚓章（会社の運営等）を参照されたい。

第３ M&Aによる現地法人の買収

１ 概 要

現地法人の形態で進出する方法としては、現地法人を自ら設立するほか
に、既存の現地法人を買収し支配権を取得するという方法がある。この方法
には、その現地法人が積み上げてきた事業価値を引き継ぐことができる等の
メリットもある一方で、（潜在的な）負の財産を承継してしまう等のデメ
リットもある。
買収には敵対的買収と友好的買収があるが、以下では、後者を前提に、株
式譲渡契約の締結により対象企業の支配権を取得する場合について解説す
る。

２ 株式譲渡契約の流れ

株式譲渡契約により会社の支配権を取得する場合の流れは事業の種類や事
業規模等により異なりうるが、非公開会社の株式を譲渡する場合の流れの一
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例を示すと以下のようになる。
① 対象企業の選定
② 機密保持契約の締結（デュー・デリジェンス（Due Diligence）に必要な
情報を開示する前提として、機密保持契約を締結する）

③ デュー・デリジェンス（Due Diligence）（対象企業を会計・法律等の観点
から監査し、財産的価値やコンプライアンスについて調査する）

④ レター・オブ・インテント（letter of Intent）等の作成（基本的な合意
内容が定まった時点でレター・オブ・インテント（letter of Intent）や覚書

（Memorandum of Understanding）等を作成し、認識を共有する）

⑤ 取締役会による株式譲渡の承認および議事録の作成
⑥ 株式譲渡契約の締結
⑦ 譲渡証書（Form32A）の作成
⑧ 印紙税の納付
⑨ クロージング（Closing）の前提条件の充足（契約当事者は、関係当局の
承認等の株式譲渡契約において定められたClosingの前提条件を充足させるた

めの手続を完了させる）

⑩ クロージング（Closing）（株式の代金の支払いや必要書類の授受が行われ
る）

⑪ 株主名簿への新株主の名前の記入

３ 株式譲渡契約における留意点

⑴ 株式譲渡契約の締結

対象企業が隠れた債務を負っている、事業の継続に必要な資産・ライセン
ス等が利用できないといった事情が株式譲渡後に判明することがある。
このようなリスクについては、株式譲渡契約書の中で表明保証条項

（Representations and Warranties）を定め会社の資産等の詳細についての株式
譲渡人の説明が事実と相違していないことを保証させ、万一相違があること
が発覚した場合には株式譲渡人に一定の責任を負わせる旨の規定をおくこと
で対応をする。
しかし、第三者からの請求は対象企業に対してなされるため、一次的には
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対象企業自身がこれに対応をしなければならない。株式譲渡人が誠実に対応
をするかどうか、またその資金力があるかどうかは実際にはわからず、表明
保証条項だけでは十分な保護を受けられない可能性が残る。そのため、
デュー・デリジェンスを通し、対象会社の現状を精査する必要性が高い。
⑵ 発行株式数の確認

株式譲渡契約の締結により対象企業の支配権を意図したとおりに取得する
ことができるかを確認するため、対象企業が発行している株式の種類・総数
等および株式譲渡人が保有している株式の種類・総数等を明らかにしておく
必要がある。
⑶ 負債の確認

明示されている負債の性質や発生原因、返済条件を確認する。
負債につき取締役が保証人になっており、かつ、対象企業の支配権の変更
に伴い取締役に変更が生じる場合、債権者を交えて保証人の変更について協
議する必要が生じる。
⑷ 資産の確認

❞ 動 産
事業の継続に欠かせないものおよび財産的価値が高いものを中心に、その
所在・現状を明らかにするとともに、保有を継続するうえでの障害がないか
を検証する。
また、その動産をリース契約等により利用している場合、そのリース契約
等の内容の確認が必要となる。特に、対象企業の支配権の変更を解約事由と
して扱うチェンジ・オブ・コントロール条項等の契約の継続性に影響を及ぼ
す可能性のある条項の有無を確認するとともに、その動産を利用できなくな
ることが対象企業の事業の継続性にどの程度の影響を与えるかについても検
証をする必要がある。

❟ 不動産
所有権（リースホールド（Leasehold）およびフリーホールド（Freehold））に
基づき保有されている不動産については、適切に登記が行われているか、権
利の残存期間がどの程度か等を確認するとともに、担保権の設定や差押え・
保全の対象となっていないかを確認する。また、区分所有権の設定には相応
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係判例と実務〔第⚓版〕』（民事法研究会）、「タイの知的財産権法講座」（MUFG
Biz Buddy）等。

執筆者紹介

402



荻原 星治（Seiji Ogihara）

かがやき総合法律事務所・弁護士（日本）
大阪市立大学法科大学院卒、2010年弁護士登録（大阪弁護士会所属）。主にマレー
シアおよび日本の企業法務、M&A、労務等を取り扱う。2021年度ジェトロ・クア
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