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01市場概要
傾向と統計



COVID-19 Pandemic

Endemic Phase

Economic recovery phase 

Source: Bank Negara Malaysia (2023)

過去25年間、マレーシア経済は2度の景気後退を経験しました。1度目は1997年のアジア金融危機で、マレーシ
アのGDPはこの間マイナス7.4％まで落ち込みました。2008年には、欧米諸国を襲った金融危機（Global
Financial Crisis 2008）により、マレーシア経済も影響を受けました（GDPは期間中に約1.5％減少）。

その後、マレーシアはコロナウイルスのパンデミックが始まる2020年まで10年以上、GDP成長率に取り組んで
いました。マレーシアの2020年のGDP成長率は-5.65%；2019年から10.09%の減少しました。

マレーシア経済は引き続き景気回復の勢いに乗っており、2022 年第 1 四半期の 5% 、第 2 四半期の 8.9%、に
比べて、2022年第 3四半期には 14.2%というさらに速い成長を遂げています。 GDPの力強い成長は、堅調な
内外需要と改善された労働市場によってもたらされました。 全体として、GDP は 2022 年の最初の 9 か月間に
9.3%拡大しました。

Source: Department of Statistics Malaysia DOSM (2023)

マレーシアの経済への主要産業 (生産高)はサービ
ス業であり、2022年第 2四半期の 12%からさら
に 16.7%増加しました。

製造業は、2022年第 2四半期の 9.2%から 13.2%
に加速しました。

鉱業および採石部門は、2022年第2四半期の
-0.5%から 9.2%に回復しました

建設業は、2022年第2四半期の2.4% から 15.3%
拡大しました。

農業セクターは、2022年第 2 四半期の -2.4% の
下落から 1.2%に回復しました。

Source: Ministry of Finance (2023)

GDP成長率



統計局はマレーシアの人口は2025年までに約3,400万人になると予測しています。

推移を見ると、2000年から2010年までの年率2.2%に比べ、2010年から2020年までの年率1.7%と、マ
レーシアの人口増加率は緩やかになっています。なお、2022年第3四半期時点のマレーシアの総人口
は3,290万人です。

Source: Department of Statistics Malaysia (2023)

Highest peak (30-34)

Source: Department of Statistics Malaysia DOSM (2023)

マレーシアの人口の平均年齢は30.4歳であり、若く生産的な国民です。2025年の人口予測では、25-
39歳の人口が全体の24.8%を占めています。

2022年の人口構成は、15歳〜64歳（労働年齢）が70％、0歳〜14歳が23％、65歳以上が7％であり
総人口の過半数以上が労働年齢となります。

外国人の数は、コロナウイルスの大流行により、2020年以降減少していますがこれは、2020年、
2021年に各国が海外渡航を制限に伴うものでした。しかし、近年の経済活動の正常化に加え、国際
国境の再開や駐在員の帰還もあり、外国籍人口が上昇することが予想されます。

2025年人口分布予測



過去13年間、マレーシアの住宅価格は、安定した成長の中、2012年に最も高い伸びを示し、ここ数年
はコロナウィルスの大流行により鈍化した。コロナがエンデミックになった2022年には2021年比
1.6%増となりました。

年平均成長率（CAGR）は、年率6.1％と健全な水準です。

全体として、テラスハウスはマレーシアで最も人気のある物件です。このデータから、テラスハウスは
初めて住宅を購入する人と投資家の両方にとって、最も人気のある物件タイプであり、この2つのグ
ループのテラスハウスの物件数は最も多くなっています。

ミレニアル世代では、今後もテラスハウスへの強い需要が続くとみられ、マンションよりも好まれてい
ます。

この傾向は、最近のコロナウイルスによる制限の影響を受けており、若いプロフェッショナルは、ライ
フスタイルと在宅勤務を考慮して、より広いスペースを求めています。住宅購入者は、手頃な価格でよ
り広い住宅を購入できるため、都市近郊の住宅を好んでいます。

Source: NAPIC (2023)

Source: Propertyguru Malaysia Data Sense

マレーシア住宅価格指標
2010年基準=100

住宅タイプ別取引高
2022年上半期のスナップショット



Source: Department of Statistics Malaysia (2023)

調査結果によると、マレーシアの失業率は
低下傾向にあります。

2022年、統計局の発表によると、2022年
後半の失業率は3.6％と3カ月連続で横ばい
となりました。雇用は増加し、2022年11
月の国内総雇用数は16ヶ月ぶりの高水準
となる1,600万人となりました。

これは、2022年末まですべての経済・社

会活動が継続的に行われ、国の経済の急成
長によるものです。

労働市場も、より安定した労働市場に向け
て回復の勢いを維持し、特に2023年初頭

には現在の前向きな経済発展に伴い、さら
なる拡大が予想されます。

外国直接投資（FDI）は不動産の触媒であ
り、FDIによって我々は高価値の資産や不

動産が増加し、国内に多くの雇用とビジネ
スがもたされます。

マレーシアの外国直接投資（FDI）は、
2021年第4四半期の17.3bilから2022年第3
四半期に12.3bilに減少しました。これは、
ウクライナ戦争の影響により、2021年第3
四半期以降で最も少ない額となりました。

過去15年間、長期的には増加傾向である
ことが確認されます。

総選挙が終わり、新政権が誕生したことで、
投資マインドが改善され、ビジネスチャン
スを求めて渡航する外国人ビジネスマンが
増える可能性があります。

それは、マレーシアの力強い経済成長を維
持することの促進となります。

Source: Trading Economics, Department of Statistics Malaysia (2023)

失業率

外国直接投資（FDI）



居住者用ローン申込状況
住居者のローン申請額は増加を記録し、住宅用不動産の取引量の増加に連動しています。2022年
上半期のローン申請額は前年同期比約4.2%増で、前年同期比86%増となった2021年上半期に比べ
ると減少しています。

2022年上半期の住居用ローン申請件数に占める全ローンの割合は37.5%で、2021年上半期
（35.3%）から増加しました。

これは、不動産販売量の緩やかな回復予想と一致しています。

Source: Bank Negara Malaysia (2023)

非居住用不動産のローン申請

非居住用不動産のローン申請件数は、住宅部門全体と比較して大きな変動はありませんでした。コロ
ナウイルスの流行（2020年上半期）が長引いたため、企業は慎重な姿勢を崩さず、商業・工業用不

動産の取引の減少はローン申請件数の減少に反映されています。流行が終息に向かい、市場が再開さ
れるにつれて、融資件数は徐々に増加しています。

2022年8月には、申請されたローンの43.6％が承認され、前回同期間の37.5％から上昇しました。マ

レーシアの新政権が発足し、中国の国境や海外渡航制限が再開されることで、この数字は流行前の水
準に上昇すると予想されます。

Source: Bank Negara Malaysia (2023)

居住者用ローン申請

非居住ローン申請



販売実績とトレンド
(ポストコロナウイルス)
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Source: NAPIC (2023)

不動産物件総取引件数（長期トレンド）
不動産市場全体は、2020年のパンデミックによる減速から迅速に回復することができました。
NAPICの発表によると、2021年に不動産取引量と取引額は改善し、2022年も同様の傾向が続きま
した。上記の通り、2022年の取引量は前年同期と比較して約18%の回復が見られました。

(Increased by 18.2% Y-o-Y) 
Yr2021 - 2022

Source: NAPIC (2023)

不動産総取引件数 2018年上半期 - 2022年上半期(過去五年間）
2020年に減少した後、全体の取引量は改善していた。NAPICの発表によると、不動産取引量は2021
年に改善を記録し、2022年もその傾向が続いている。このように、2021年上半期は前年同期比
21％増、2022年上半期は同34.5％増と、取引量は増加傾向にある。

不動産総取引件数 2018 年上半期 - 2022 年上半期

不動産総取引件数



Source: NAPIC (2023)

Source: NAPIC (2023)

住居用不動産取引 (長期トレンド)
住宅取引は、2020年に減少した後、改善しています。財務省の国家不動産情報センター
（NAPIC）が発表した数値によると、不動産取引量は2021年に改善を記録し、2022年もこの傾
向が続くと予想されています。上記の通り、2021年は前年比3.9%の回復を記録しました。プラ
イマリー市場では、上半期に新発売が少なく、デベロッパーの慎重な姿勢が見受けられます。

住居用不動産取引件数 2018年上半期 - 2022年上半期(過去五年間）

NAPICの発表によると、不動産取引量は2021年に改善を記録し、2022年もその傾向が続いて
います。上記の通り2021年上半期は22％、2022年上半期は26.3％、それぞれ前年同期比で上
昇を記録しました。全州で取引の増加がみられ、Penangは37.8%、Kuala Lumpurは28.4%、
Johorは20.2%、Selangorは16.0%の伸びを示し国内の住宅取引全体の47%の貢献につながりま
した。

住居用不動産取引数

住居用不動産取引数2018 年上半期 - 2022 年上半期



Source: NAPIC (2023)

商業施設取引（長期トレンド）

商業施設は住宅部門と類似した回復傾向です。長期にわたるロックダウン、現在は海外旅行が
許可されたばかりなので稼働率や賃貸料はコロナウイルス前のレベルまではまだ至っていませ
ん。上記の通り、2021年の取扱高は前年比10.7％増となりました。

商業用不動産取引 2018年上半期～2022年上半期（過去5年）
NAPICが発表によると不動産取引量は2021年に改善を記録し、2022年もその傾向が続いています。
上記の通り、2021年上半期に28.5％、2022年上半期に45.4％、それぞれ前同期比で数量が上昇し
ています。2022年上半期に大きく伸びたのは、Selangor州の26.5％（4,025件）、次いでKL州の
14.5％（2,199件）、Johor州の15.1％（2,283件）でした。

Source: NAPIC (2023)

商業施設取引件数

商業施設取引件数 2018 年上半期 - 2022 年上半期



Source: NAPIC (2023)

産業用不動産取引（長期トレンド）

マレーシアの産業用不動産取引は、他と比較して急激かつ大幅な増加を記録しています。上記の
通り、2021年の取引件数は前年比17.5％増、取引額は32％増となりました。コロナウィルスの流

行により、オンライン取引の需要が大幅に増えた為、倉庫や物流施設の需要が高まりました。こ
れにより産業用不動産部門が最も好調なセクターとして位置づけられます。

産業用不動産取引 2018年上期～2022年上期（過去5年）
工業用不動産の取引は、前年比49.5％増と市場活動が大きく上昇しまた。Selangor州が31.8%
（1,219件）と最も高い取引件数を記録し続いてJohor州の13.8%、 Perak州の9.0%となりました。
物件タイプは、テラス型工場が全体の31.4％を占め、次いで更地29.5％、セミデタッチ工場
23.2％となっています。

産業部門は、人口密集地の近くに戦略的に配置され、消費者への迅速な配達を可能にする高速
道路網に支えられた流通拠点、倉庫、物流施設に対する需要を生み出す電子商取引市場によっ
て推進されています。 パンデミックが始まって以来、オンライン取引に対する膨大な需要の結
果といえます。

Source: NAPIC (2023)

産業用不動産取引数

産業用不動産取引 2018年上期―2022年上期



Source: NAPIC (2023)

サブセクター別流通取引量
サブセクター別では、「住宅」が最も多く、61.8%を占めている。次いで、農業（22.1％）、
商業（8.1％）、開発用地・その他（6.0％）、工業（2.0％）となっています。

Source: NAPIC (2023)

サブセクター別の流通取引金額
金額ベースでは、住宅が54.1％でトップ、次いで商業が16.6％、工業が12.7％、農業が10.2％、
開発用地その他が6.4％となっています。

2022年上半期の流通取引（件数・金額別）

サブセクター別流通取引量 2022年上半期

サブセクター別流通取引金額 2022年上半期



INDUSTRIAL
1,071 units (RM1.39 billion)

RESIDENTIAL
34,092 units (RM21.73 billion)

High-Rise makes up

59.5% (20,273 units)

COMMERCIAL
32,025 units (RM26.97 billion)

Serviced Apartment makes up 

70.8% (22,674 units)

国家不動産情報センター（NAPIC）の半期報告書によると、2022年上半期（1H2022）の同国の住宅
未取引状況は改善し、数量ベースで2021年下半期より7.5％減の3万4092戸、金額ベースで4.6％減の
217億3000万RMにとどまりました。

一方、サービスアパートの過剰状況も改善し、2022年上半期に登録された戸数は22,000戸以上、193
億2000万リンギ、前年同期比6.7％減となり住宅供給過剰は緩和の兆しを見せていますが、今後さら
に緩和されると予想されます。

Source: NAPIC (2023)

部門別過剰状況 2022年上半期 1H 2022

Source: NAPIC (2023)

主要都市別 過剰住宅、建設中未販売、未建設件数
2022年上半期



Source: NAPIC (2023)

価格帯別過剰住宅 2022 年上半期

過剰住宅のほとんどは、50万リンギ以下です。このことは、価格のミスマッチが主な原因ではな

く、世帯所得の減少に伴い住宅購入が困難になった為と思われます。しかし、サービスアパート
の大半は価格が50万リンギ以上であるため、価格設定は依然として過剰住宅の主な原因となって
います。

一例として、2016年以降、高級サービスアパートの発売が急増し、価格、数量ともに全国平均の
数倍に達しています。NAPICのデータによるとJohor州は6,000戸で国内最大の過剰住宅となって
おり、 Penangが5,508戸以上、 Selangorが5,156戸とそれぞれ続いています。

問題を緩和するために、デベロッパーは過剰住宅のデータにもっと注意を払い、建設された物件
が購入者の需要や価格に見合ったものであることを確認する必要があります。

デベロッパーは、コロナウイルス後の新しいビジネス環境に戦略を適応させ、ターゲットとする
購買層に提供する商品の種類を決定する際に過度に市場喚起に依存せず、不動産開発の基本原則
に立ち返る必要があります。

‘’適切な商品を適切な価格で’’

–過剰状況の緩和の為に.



2023年の市場見通し

1. 2023年の居住用不動産市場への注力は継続

• 土地付き住宅用不動産
• 高層アパートは、好立地かつ人気のある場所で、50万マレーシアリンギット前後と手頃な価格
帯にある。

• 小規模なユニットであれば、絶対価格は下がる。
• 好立地・人気エリアにおけるニッチ・ハイエンド・プロジェクト。

2. 厳しいMCO SOPを撤廃し、隔離期間なしで外国人の入国を許可することで、不動産部門を
含めた全産業を活性化する。

• 小売、レジャー、エンターテイメント産業の再生と回復
• 不動産部門の再生

3. 中国国境の再開、厳格なゼロコロナの規制緩和は、中国の経済成長を促進し、同国の
最大の貿易相手国であるマレーシアにも有益な波及効果をもたらす。

4. データセンターとロジスティクス部門の需要が高まる。

5. 総選挙が終わり、新政権が発足したことで、新たな投資マインドが生まれ、ビジネス
チャンスを求めて渡航する外国企業の増加も期待できる。

6. 観光芸術文化省は「ビジット・マレーシア・イヤー2020」の再開を含め、観光産業促進のた
めの新たな計画を実行に移す。政府は、2023年の新規観光客数を1,500万人以上にすることを目標と
する。



03コロナウイルス後の買い手マインド
プロパティーグル・マレーシア



コロナウイルス後の購入者マインド
Property Guru Malaysia より（マレーシアの大手オンライン不動産サイト）

HOC（ホームオーナーシップキャンペーン）が復活すれば69％が住宅購入の予定
消費者意識調査によると、5人に4人以上が新しいプロジェクトを希望し、マレーシアで不動産を購入す
る意向があるとの事。また69％の回答者が、HOCが復活した場合、家を所有する意向を持っていること
がわかりました。

回答者の58％が不動産購入の予算の上限は50万マレーシアリンギット
この調査によると、5人に2人は十分な貯蓄があり、来年中に住宅を購入する準備ができていて、また58％
の回答者が、予算の上限は50万リンギットまでと回答。

住宅所有者の53％が、不動産の新たな購入を検討している
2022年の年2回実施される消費者意識調査によると、現住居とは別に、今後1年間に新たな不動産購入を
検討している住宅所有者の53％が、その購入理由は投資であると述べています。不確実な株式市場より
も、より魅力的な投資対象である住宅市場に目を向けるマレーシア人が増えていると考えられます。

回答者の55%が、コロナウイルス収束後に不動産価格が上昇すると予想
また、回答者はコロナウイルスの収束後に不動産価格が上昇すると自信を持って言っています。

55%の住宅所有者が郊外での購入を検討している
そして、マレーシアの住宅購入希望者の半数以上（55％）が、都市部から離れた場所にある物件を検討

していることがわかりました。その理由として、郊外には静かで落ち着ける環境があること、価格が安い
こと、緑が多いこと、広々とした住宅があることなどが挙げられています。

調査対象者の3人に1人が、今後も在宅勤務を希望
この新しいトレンドは、ホームオフィススペースの需要が高まっています。79％のマレーシア人が、パ

ンデミックの後でも、新しい住居を建てる際に部屋を追加することが重要であると考えていることがわか
りました。また、柔軟な勤務体制が定着したことで、より多くのマレーシア人が郊外に移り住み、より広
いスペースを低価格で利用することに前向きだといいます。

オフィスへの通勤時間が長くても、毎日通う必要がなければ、郊外に住むことの利点が上回るので、彼ら
にとって長距離通勤は許容範囲となります。

回答者の53％が、政府による住宅ローンの期間延長の実施を希望（ローン審査の簡易化＆マージン）
53%のマレーシア人が、毎月の返済額を減らし、より高い住宅ローンの適用を可能にするための支援を政
府に望んでいることも明らかになりました。不動産所有者でない人の47％が、収入が不安定で頭金を払
えないため、住宅ローンを組む際に困難に遭遇しています。
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政府の主要政策
持家促進基金
• 2022年予算において、持家促進（Rumah Mesra Rakyat）のために15億リンギットを割り当てる
• 融資を受けやすくする目的で、非正規雇用者に対して住宅信用保証制度を通じて銀行に20億リンギを保証す
る。

財務省(MOF)発効日：2022年1月1日

不動産譲渡益税(RPGT)
• マレーシア国民および永住権保持者（PR）が6年目以降に処分する不動産に対するRPGTが免除される。

財務省（MOF）発効日：2021年 1月 1日

印紙税免除
• 印紙税免除2026年12月31日までのピアツーピア（P2P）ローン/融資契約1について免除
• 他の保険契約/タカフル証明書を含め、関連する各契約の印紙税限度額RM200が撤廃される
• 中小企業（Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs）に対するいくつかの免除措置

財務省（MOF）発効日：2022年1日

固定資産税
• 固定資産税 for strata properties は、今後 Parcel Rent として個別に支払われることになる。ジョホール州は

5％と15％のリベートを受ける。

連邦準州土地鉱業局発効日：2020年1月1日／2020年10月1日

Sarawak州における外国人取得用不動産の最低価格（改訂版)
• 土地付き住宅用不動産の外国人取得のための規定額は、50万リンギ以上（Kuchingを除くSarawak州全域）、

Kuchingは60万リンギ以上でなければならない。マレーシア・マイセカンドホーム（MM2H）については、30
万マレーシアリンギットを下回らないものとする。

Sarawak州政府発効日：2020年 1月 1日

Sarawak州住宅保証金支援制度（HDAS)
• 初めてサラワク州に住宅を購入するB40、M40のグループに対し、住宅価格の10％または最大1万リンギを州
政府が持家促進住宅保証金として提供する。

住宅開発公社（HDC）発効日：2022年2月7日

Keluarga Malaysiaホームオーナーシップ・イニシアチブ (I-MILIKI)
• Keluarga Malaysia（I-MILIKI)初めて住宅を購入する人は、50万リンギ以下の物件は印紙税免除、50万リンギか
ら100万リンギの物件は50％の印紙税免除を受けることができる。

財務省（MOF）発効日：2022年6月1日～2023年12月31日

プレミアム・ビザ・プログラム (PViP)
• 投資家や起業家が最長20年間マレーシアに居住・就労できる長期滞在ビザ

内務省(MOHA)発効日：2022年10月1日



本レポートは、一般的な読物として発行されています。記載内容は発行日時点において信頼できる情報と確信していますが、検証、
保 証はしていません。 本レポートの内容の使用、信頼性、参照に起因する損失や損害について、GARDEはいかなる責任も負わない
もの と します。また本レポートは、必ずしも特定の国、物件、またはプロジェクトに関連するGARDEの見解を表すものではありま
せん。

www.garde-intl.com
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