
PRI  
Open Campus
～財務総研の研究・交流活動紹介～

・ 財務総研のマレーシア中小企業銀
行への技術協力

財務総研はこれまで東南アジアの4ヵ国（ベトナム、
マレーシア、ラオス及びミャンマー）に対して、中小
企業の育成・発展の支援を目的とした、中小企業向け
に資金を供給する政策金融機関への技術協力を行って
きました。実際の協力にあたっては、日本の中小企業
向け政策金融についての知見を有する、日本政策金融
公庫国民生活事業本部（日本公庫）と連携し、活動し
ています。

今回のPRI Open Campusでは、マレーシア中小企
業銀行（SME Bank）に対して行った技術協力に関し
て取り上げ、

・　技術協力の概要
・　 新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中で

マレーシア政府が中小・零細企業や金融セク
ター向けに行った政策

・　 フォローアップでヒアリングしたマレーシアの
中小企業の現況と今後の課題

についてご紹介します＊1。

１． 財務総研によるマレーシア 
中小企業銀行への技術協力

マレーシアの政策金融機関であるマレーシア中小企
業銀行（SME Bank）が日本公庫の融資審査ノウハウ
について関心を示したことをきっかけとして、2008

＊1） 本稿の意見に係る部分は、全て執筆者の個人的見解であり、財務省及び財務総研の見解でない事をお断りする。また、紹介する経済データ等は、執筆
時点での情報である。

＊2） 1973年に設立された政策金融機関。その後、マレーシア開発銀行へと再編され、石油・ガス工業等のインフラ産業を対象に融資を行っている。
＊3） 1979年に設立された政策金融機関。海運業や製造業等の資本集約的な産業に対して融資を実施していた。
＊4） 1リンギットあたり30円で計算（2022年7月末時点の為替レートは、1リンギット=29.91円）。以下同様。

年に財務総研は同行への技術協力を開始しました。
SME Bankは、2005年にマレーシアインフラ開発

銀行＊2 の中小企業融資部門とマレーシア工業技術銀
行＊3が統合して設立されたマレーシアの政策金融機関
です。クアラルンプールにある本店のほか、マレーシ
ア国内に26の拠点を有し、従業員数は約1,000名

（2021年時点）、融資業務に加え、経営支援や信用保
証等の事業を行っています。2020年12月時点で、同
行の顧客企業数は約5,000社、融資総額は73億リン
ギット（2,190億円＊4）となっています。顧客企業数
の規模別の内訳では、小規模企業が最も多く全体の
51.0％、次いで零細企業が36.9%、中規模企業が
11.2％、大規模企業が0.9%となっています（以下、
零細企業、小規模企業及び中規模企業をまとめて、中
小企業等という。マレーシアにおける中小企業等の定
義は、図表1）。業種別では、卸売業が27.1％、製造
業が13.8%、建設業が8.8%、その他サービス業等が
50.3%となっています。

2008年当時、マレーシアでは、2006年から2010
年にかけての経済開発計画である「第9次マレーシア
計画」が進められており、国際競争力を高めるため、
中小企業等の育成が課題の一つとされていました。具
体的には同計画において、SME Bank等を通じて中小
企業等の資金調達環境を改善することが示されてお
り、同行は、より多くの資金ニーズに迅速に対応する
ことが求められていました。

財務総研が、2008年から2011年にかけて日本公
庫と連携して実施したSME Bankへの技術協力は、

11
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同行の中小企業等向け融資審査手法、特に小規模・零
細企業や新規開業企業に対する融資審査手法を改善
し、融資審査期間を短縮することを目的に行われまし
た。財務総研と日本公庫は、セミナーの開催を通じて
日本公庫の新規開業向け融資審査手法等のノウハウを
提供したほか、SME Bankの職員を日本に招へいし、
申込書の受領や契約書の発行といった業務オペレー
ション方法の共有を行いました。また、日本公庫のこれ
までの経験を踏まえ、SME Bankが実施した融資審査
用フォーマットの改定についても助言等を行いました。

こうした支援の結果、技術協力終了時に行ったアン
ケートの結果等を通じて、同行の融資審査に要する日
数が約23％短縮されたことが確認されたほか、SME 
Bankの職員からは、「新規開業企業への評価に関し
て、より効果的な手法を確立することができた」、「調
査項目が整理され、どのレベルの職員でも使いやす
く、標準化された調査が可能となった」といった評価
を受けました。

２． 新型コロナウイルス感染症が中小
企業等に与えた影響及び中小企業
等向けの支援施策

マレーシア政府は、第9次マレーシア計画以降も引
き続き中小企業等の発展に注力しています。直近で
は、2021年から2030年までの国家開発計画を盛り
込んだ「Shared Prosperity Vision 2030（SPV2030）」
において、「中小企業等によるGDPへの貢献割合を
50％にする」といった目標が定められています。

＊5） NNA（2021b）
＊6） 起業家開発協力省（MEDAC）の下にある中央調整機関（設立は2009年）。関連する省庁にわたる中小企業等の開発プログラムの実施を調整するほか、

中小企業等や起業家に関する調査やデータの普及等に取り組んでいる。
＊7） マレーシアでは、2022年2月時点で122万社以上の中小企業等が登録されており、同国内の企業数の約97%を占めている。
＊8） 1兆5,454億リンギット（約46兆円）。

しかし、SPV2030が発表された翌年の2020年に
は、新型コロナウイルス感染症が流行し、マレーシア
の中小企業等は大きな打撃を受けました。新型コロナ
ウイルス感染症の拡大に伴う活動制限令によって、
2020年に同国内の中小企業等が被った損失額は総額
約407億リンギット（1兆2,210億円）とされてお
り＊5、また、SME Corp. Malaysia＊6によれば、2020
年1月から2021年7月までの間に国内の中小企業等
の企業数が約7.3％減少したと報告されています＊7。そ
れに伴い、新型コロナウイルス感染症流行以前の
2015年から2019年までは、マレーシアのGDPに対
する中小企業等の貢献割合は上昇傾向にありました
が、2020年以降下落し、2021年時点では37.4%に
留まっています（図表2）。

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の
停滞を受け、マレーシア政府が経済対策として実施し
た総額5,300億リンギット（15兆9,000億円。2021
年のGDP＊8の約34.3％に相当）の支援プログラム（図
表3）のうち、約2,700億リンギット（8兆1,000億
円）が中小企業等の支援に充てられており、市中銀行
が行った融資の返済猶予や賃金助成金の支給といった
施策が実施されました。

その後、2021年6月に発表された国家国民福祉経
済回復パッケージ（PEMULIH）以降、追加の支援プ
ログラムは発表されていません。しかし、2021年9
月に発表された第12次マレーシア計画（2021-2025）
において、イスマイル・サブリ首相は中小企業の復興
を継続的に支援すると述べています。また、「経済の

図表1　マレーシアにおける中小企業等の定義
製造業 サービス業及びその他

中規模
（Medium）

売上1,500万リンギット以上5,000万リンギット以下
（4億5,000万円以上15億円以下）

又は
従業員数75名以上200名以下

売上300万リンギット以上2,000万リンギット以下
（9,000万円以上6億円以下）

又は
従業員数30名以上75名以下

小規模
（Small）

売上30万リンギット以上1,500万リンギット未満
（900万円以上4億5,000万円未満）

又は
従業員数5名以上75名未満

売上30万リンギット以上300万リンギット未満
（900万円以上9,000万円未満）

又は
従業員数5名以上30名未満

零細
（Micro）

売上30万リンギット未満（900万円未満）
又は

従業員数5名未満

売上30万リンギット未満（900万円未満）
又は

従業員数5名未満
（出所）SME Corp. Malaysia より筆者作成。
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再生」を一つの柱としている同計画において、デジタ
ルトランスフォーメーション等により中小企業等の改
革を進め、新たな成長源とすることが掲げられてお
り、中小企業等は単なる支援対象ではなく、今後、経
済回復の牽引役となることが期待されています。

３． 財務総研による技術協力後の 
フォローアップ

財務総研とSME Bankは、2011年に技術協力が終
了した後も、交流を継続しています。2022年2月に
は、技術協力の効果の維持・確認等を目的としたフォ
ローアップ活動として、財務総研、日本公庫及び
SME Bankの三者によるオンラインでの意見交換会を
開催しました。

意見交換会には、SME Bank から、融資審査部門
やリスク管理部門の職員等が参加し、財務総研と日本
公庫の参加者と活発な議論が行われました。議論の中
では、新型コロナウイルス感染症の拡大後の中小企業
等の概況や、中小企業等向けに行った政府の支援プロ
グラムについて、日本公庫とSME Bank双方から共
有がありました。特に、SME Bankからは、マレーシ
アにある中小企業等の8割以上がインバウンド需要の
減少の影響を大きく受けるサービス業であることか
ら、今後そういった業界をどう支援していくか、ま

た、返済猶予といった支援プログラムの期間満了後の
対応が今後の課題であるとの説明がありました。

加えて、SME Bankから、「技術協力から約10年が
経過したが、その時に学んだ知識・スキルを活かし、
信用スコアのシステム改修を行っている」、「現在も審
査時には、技術協力の際に作成したフォーマットを
ベースに、その後適宜改良して使用している」と紹介
される等、当時の技術協力で提供されたノウハウが、
その後のSME Bankの業務運営において活かされて
いることが示されました。

図表2　マレーシアのGDPに占める中小企業等の割合の推移
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（出所）マレーシア統計局（Micro, Small & Medium Enterprises （MSMEs）Performance 2021）より筆者作成。GDPは、実質GDP（2015年基準）。

GDP（マレーシア全体）

GDP全体に占める中小企業等の割合
GDP（中小企業等）

オンラインによる意見交換会の様子
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４．おわりに
財務総研が、東南アジア諸国の政策金融機関に対す

る中小企業金融の技術協力を開始してから、約20年
となりました。

今回はマレーシアの中小企業支援についてご紹介し
ましたが、他の開発途上国においても、新型コロナウ
イルス感染症の拡大に伴う経済悪化への政策対応とし
て、政府や中央銀行による中小企業への金融支援が実

＊9） 返済猶予措置は2020年9月末に終了。

施されており、今後、これまで財務総研が技術協力を
行った4ヵ国以外の国についても支援のニーズは高ま
ると考えています。

引き続き、財務総研がこれまでに築いてきた各機関
との関係を活かしながら、ポスト・コロナ時代の様々
な課題について知見を共有しつつ、中小企業の育成・
発展を通じた各国の持続的な成長や、将来的な日本と
の協力関係強化に繋がるよう、技術協力を継続してい
く必要があると考えています。＊9

図表3　新型コロナウイルス感染症流行後の主な経済政策
発表／成立日等 項目・法令名称等 規模 発表された支援策の内容

2020年2月27日 景気刺激策パッケージ第1弾
（マハティール元首相）

200億リンギット（6,000億円） 観光関連産業に対する支援策。

3月16日 景気刺激策の見直し
（ムヒディン前首相）

6.2億リンギット（186億円） パッケージ第1弾の内容を見直し。

3月27日 景気刺激策パッケージ第2弾
（PRIHATIN）

2,500億リンギット（7兆5,000億円）
（景気刺激策パッケージ第1弾及び見
直しを含む）

中低所得層への現金給付や金融機関の返済・支払い猶
予＊9、中小・零細企業を対象とする金融支援の実施や
保証の拡充等の実施。

4月6日 景気刺激策パッケージ第3弾
（PRIHATIN SMEs）

100億リンギット（3,000億円） パッケージ第2弾の追加策として、主に中小企業向け
の賃金補助制度を拡充。

6月5日 短期経済回復計画
（PENJANA）

350億リンギット（1兆500億円） 企業への賃金補助金の延長、若者・失業者の就業・能
力向上支援等の雇用対策、中小企業の資金繰り及びデ
ジタル化支援、個別セクター（観光、不動産、自動車、
パーム油等）への支援等の実施。

9月23日 景気刺激策補足イニシアチブパッケージ
（KITA PRIHATIN）

100億リンギット（3,000億円） 賃金助成金の3カ月延長、零細企業向け助成金の拡充、
現金給付策の追加実施。

2021年1月18日 経済及び国民保護パッケージ
（PERMAI）

150億リンギット（4,500億円） 医療従事者向けの物資調達、金融機関への融資返済猶
予期間の延長、賃金助成金の1カ月延長等の実施。

3月17日 国民及び経済を力づけるための戦略プ
ログラム（PEMERKASA）

200億リンギット（6,000億円） ワクチンプログラム、雇用維持及び雇用インセンティ
ブ、女性・身障者・若者への支援等の実施。

5月31日 国民及び経済を力づけるための戦略プ
ログラム追加策（PEMERKASA Plus）

400億リンギット（1兆2,000億円） 公衆衛生システムの能力強化や国民への支援策の継続、
企業の事業継続性の支援を目標とした施策の実施。

6月28日 国家国民福祉経済回復パッケージ
（PEMULIH）

1,500億リンギット（4兆5,000億円） 国民への現金補助、企業の事業継続性の支援（賃金補
助プログラムにおける支給額の増額）等の実施。

（出所）各種報道より筆者作成。

新型コロナウイルス感染症の拡大以前のマレーシア経済は、やや減速しつつあったものの、2019年通年で実質
GDP成長率は前年比＋4.4％を維持していました（図表4）。しかし、2020年1月にマレーシア国内で初めて新
型コロナウイルス感染症が確認され、その拡大を背景に、2020年第1四半期（1～3月）の実質GDP成長率は前
年同期比＋0.7％に落ち込みました（図表5）。そうした中、3月にはASEAN諸国の中で最大の感染者数を記録注1

し、マレーシア全土で活動制限令注2が発令されました。これにより経済活動が大きく制限され、第2四半期（4～
6月）の実質GDP成長率は前年同期比▲17.1％とアジア通貨危機以来最悪の落ち込みを記録しました。第3四半
期以降もマイナス成長が続き、2020年通年の実質GDP成長率は▲5.6％と、これもアジア通貨危機以来、最悪
の落ち込みとなりました。

2021年に入って、一時は落ち着いた新型コロナウイルス感染症が再び拡大し始め、4月には3度目の活動制限
令が発令されました。更に6月には全国的に国が必要不可欠と認めたサービス以外の全ての経済活動を制限する大
規模なロックダウン注3が実施され、マレーシア経済に大きな打撃を与えました。しかし、9月以降段階的に制限が
解除され、経済活動が再開された第4四半期は、実質GDP成長率が前年比＋3.6％となったほか、2021年通年
では、＋3.1％と2年ぶりのプラス成長を記録しました。

コラム　マレーシアの経済情勢
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2022年の第1四半期は、＋5.0%のプラス成長を記録。新型コロナウイルス感染症関連の封じ込め措置の解除
等から個人消費が回復し、2四半期連続のプラス成長となりました。
今後の見通しとしては、力強い内需や外需の継続的な拡大、労働市場の改善等に支えられ、今後も回復が続く

ことが予想されています。一方、リスク要因としては、世界経済の成長鈍化や地経学的分断リスクの悪化に伴うサプ
ライチェーンの混乱、新型コロナウイルス感染症の再拡大といった要因が指摘されています注4。なお、IMFによる
と、2022年のマレーシアの実質GDP成長率予測は＋5.1%のプラス成長が見込まれています（2022年7月時点）。

図表4　実質GDP成長率
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（出所）2019～2021年（実績値）についてはマレーシア統計局、2022年～2023年（予測値）についてはIMF（2022）
より筆者作成。

図表5　需要項目別実質GDP成長率（前年同期比）
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（出所）マレーシア統計局（National Accounts）より筆者作成。

個人消費 政府消費
在庫投資 純輸出

公共投資 民間設備投資
実質GDP

（注1） 2020年3月31日時点の累計感染者数は、マレーシア：2,766名、タイ：1,651名、インドネシア：1,528名、フィリピン：
1,546名、シンガポール：879名（マレーシア保健省公表）。

（注2） 2020年3月18日より実施。宗教、スポーツ、社会、文化に関するイベントを含む集会の禁止、宗教施設、事業所、学校等の
閉鎖、出入国制限等の措置。強制力があり、違反した場合には逮捕もしくは罰金が科せられる。

（注3） 国境を越えた移動の禁止、屋内活動の規制、学校と大学の閉鎖、及び日常生活に不可欠な業種以外の業務停止が指示された。
（注4） マレーシア中央銀行（2022）、なお、マレーシア中央銀行が8月12日に発表した2022年第2四半期（4～6月）の実質GDP

成長率は、前年同期比で＋8.9％のプラス成長となり、伸び率は22年第1四半期（＋5.0％）から加速した。
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財務総合政策研究所 国際交流課研究員 
横山  日向子
2019年に日本生命保険相互会社へ入社。2022年4
月から財務総研の研究員として、主に中国、東南ア
ジアの経済情勢について調査・研究を行っています。

財務総合政策研究所 国際交流課上席研究員 
金井  優洋
2011年に大同生命保険株式会社に入社。2020年4
月から財務総研の研究員として、中国、東南アジア
の経済情勢を調査・研究しています。2022年4月
から同上席研究員を務めています。

財務総合政策研究所 国際交流課研究員 
町田  孝陽
2011年に株式会社日本政策金融公庫へ入社。2021
年4月から財務総研の研究員として、特に東南アジ
アの中小企業金融の状況に着目しながら、調査・研
究を行っています。

財務総合政策研究所 国際交流課研究交流係員 
岩﨑  智亮
2018年に東京税関に入関。2021年7月から財務総
研に勤務しています。

 76 ファイナンス　2022 Sep.

連
載

P
R

I O
pen 

C
am

pus

15_P70-79_PRI Open Campus_05.indd   76 2022/09/09   9:25:53


