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INDIVIDUAL - Addendum to self-certification form: Reasonable explanation form 

個人- 自己宣誓書 別紙：妥当性説明フォーム 

Contradicting 
information found in 
indicia test 

兆候テストで検出され

た矛盾する情報 

Explanation 

説明 

Tick where 
applicable 

適切な欄に

チェックし

て下さい 

Residential address 

居住住所 

(a) This is one of my many addresses. 

これは複数ある住所の１つです。 

 

(b) I am on assignment / studying overseas. 

私は海外で仕事又は勉強しています。 

 

(c) I am relocating and this is my temporary address. 

私は移住し、これは一時的な住所です。 

 

(d) I am a foreign worker and this is my permanent home  
     address. 

私は海外労働者でこれは私の永住住所です。 

 

(e) I travel often due to personal or work and the address I  
     provided is temporary. 

私は個人的又は仕事上の理由で頻繁に渡航しており、提供

した住所は一時的な住所です。 

 

(f)  Others (please state explanation): 

 その他（理由を以下にご記入下さい）  

 

 

 

 

 

Mailing address 

郵送住所 

(a) This is one of my many addresses. 

これは複数ある郵送先の１つです。 

 

(b) This is an address of a trusted acquaintance (e.g. friend /  
      relative / professional advisor / accountant / PA). 

これは信頼できる知人の郵送先です。（例：友人/親戚/専

門アドバイザー/会計士/PA等） 

 

(c) I am on assignment / studying overseas. 

私は海外で仕事又は勉強しています。 

 

(d) I am relocating and this is my temporary address. 

私は移住し、これは一時的な郵送先です。 

 

(e) I am a foreign worker and this is my permanent home  
     address 

私は海外労働者でこれは私の永住住所です。 

 

(f) I travel often due to personal or work and the address I  
     provided is temporary. 

私は個人的又は仕事上の理由で頻繁に渡航しており、提供

した郵送先は一時的なものです。 

 

(g) Others (please state explanation):  

その他（理由を以下にご記入下さい） 
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Contradicting 
information found in 
indicia test 

兆候テストで検出され

た矛盾する情報 

Explanation 

説明 

Tick where 
applicable 

適切な欄に

チェックし

て下さい 

Telephone number (no 
Malaysia telephone 
number) 

電話番号（マレーシア

の電話番号なし） 

(a) I am on assignment / studying overseas. 

私は海外で仕事又は勉強しています。 

 

(b) This is my relative's or friend's telephone number. 

これは私の親戚又は友人の電話番号です。 

 

(c) I am relocating and I do not have a Malaysia number yet. 

私は移住し、マレーシアの電話番号をまだ持っていませ

ん、 

 

(d) Others (please state explanation):  

その他（理由を以下にご記入下さい） 

 

 

 

 

 

 

Standing instruction 

自動送金 

 

(a) My family is overseas. 

私の家族は海外にいます。 

 

(b) I used to stay in the foreign jurisdiction where I maintain  
     a bank account for my financial planning purposes. 

私は個人の財産管理目的で保持している銀行口座のある海

外地域によく滞在しています。 

 

(c) I am on assignment / studying overseas. 

私は海外で仕事又は勉強しています。 

 

(d) Others (please state explanation): 

その他（理由を以下にご記入下さい） 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Address of power of 
attorney or signatory 
authority 

委任状又は署名権限者

の住所 

(a) The person is my relative or friend. 

この者は私の親戚又は友人です。 

 

(b) The person is my trusted advisor / service provider. 

この者は私の信頼するアドバイザー又はサービス 

 

(c) I am on assignment overseas. 

私は海外で仕事しています。 

 

(d) Others (please state explanation):  

その他（理由を以下にご記入下さい） 
________________________________________________ 

 

 

 

Employer’s address 

雇用主の住所 

(a) I am employed by an overseas entity but I work in  
      Malaysia. 

私は海外で雇用されていますが、マレーシア内で働いてい

ます。 

 

(b) I am on secondment in Malaysia / country of tax  
     residence indicated and is now a tax resident of such  
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Contradicting 
information found in 
indicia test 

兆候テストで検出され

た矛盾する情報 

Explanation 

説明 

Tick where 
applicable 

適切な欄に

チェックし

て下さい 

     jurisdiction but my employment is still with a foreign  
     jurisdiction. 

私はマレーシア又は記載した税務上の居住国内に出向して

おり、現在これらの地域の税務上の居住者となっています

が、雇用関係は依然として海外の地域にあります。 

(c) Others (please state explanation) 

その他（理由を以下にご記入下さい） 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Print name of the account holder 

口座保有者の氏名        

 

 

 

Signature  

署名 

 

 

Date (dd/mm/yyyy) 

日付（日/月/年） 

Bank’s Internal Use 

 

 
CMF No 

 

         
Account No 

 

                     

Business (CBD, IB, ICBU/IBW) to confirm all information in this application are in order 

 
Maker 

 
HOD 

 
 
 

 

 


