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2014 年 3 月 19 日、OECD 共通報告基準（Common Reporting and Due Diligence Standards：以下「CRS」）
の早期導入を目指すグループは、同基準に対する誓約と主要なスケジュールに関する共同声明を発表した。
新規口座についての本人確認手続き開始日は 2016 年 1 月 1 日で、2015 年 12 月 31 日時点で存在する既
存口座については、2016 年 12 月 31 日（富裕個人口座の場合）および 2017 年 12 月 31 日（その他全ての口
座）までに確認手続きを完了しなければならない。
注目すべき点としては、米国が初期導入グループに含まれていないこと、また源泉徴収など、遵守を促すため
の明確な仕組みが存在しないことである。FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act：外国口座税務コン
プライアンス法：以下「FATCA」）においてこれまで見てきたように、米国源泉の所得および総受取額に対して
源泉徴収を受ける可能性があるということは、事実上全ての管轄区域および金融機関に FATCA の普遍的遵
守を動機付けるのに十分なものである。従って FATCA 施行と比べると、CRS の世界的な実施に向けての課
題は依然として大きいものがあるが、これを遵守しなければ、タックスヘイブンはなくならないであろう。

1. 初期導入グループ
今回の CRS の初期導入に係る共同声明を発表した全 44 カ国・地域は以下のとおり。
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2. 共同声明の内容
初期導入グループによる共同声明は以下のとおり。
脱税は世界的問題であり、世界規模の解決策が必要である。従って、われわれは、OECD の策定による税務
当局間の自動情報交換の新しい基準（共通報告基準、CRS）を歓迎する。CRS により、歳入減や納税者の負
担増につながる脱税の摘発能力が段階的に向上するであろう。
われわれは、2013 年 4 月にフランス、ドイツ、イタリア、スペインおよびイギリスによって最初に立ち上げられた
枠組みに参加することで、共通報告基準の早期導入を行う姿勢を表明した。枠組みへの参加により、金融セ
ンターの将来の成長は、税の透明性のための最高の基準の採用、および国際間の脱税に取り組むための緊
密な連携のみに係っているとの認識を得た。
このたび共通報告基準の合意がなされ、早期導入グループにおいてはその施行を以下の意欲的だが現実的
なスケジュールで実施する意向である：
 既存口座とは、2015 年 12 月 31 日時点で開設されている口座であり、新規口座とは、2016 年 1 月 1 日
より開設される口座である。よって、税務上の居住地を記録する新規口座開設手続きは、2016 年 1 月 1
日より導入される必要がある
 既存富裕個人口座を特定するための本人確認手続きは、2016 年 12 月 31 日までに完了しなければなら
ない。一方で、既存小額個人口座および事業体口座のための本人確認は、2017 年 12 月 31 日までに完
了しなければならない
 新規口座および既存富裕個人口座に関する最初の情報交換は、2017 年 9 月末までに行う
 既存小額個人口座および事業体口座に関する最初の情報交換は、金融機関がこれらの口座を報告対象
となる口座として特定する時期に応じて、2017 年 9 月末までか、2018 年 9 月末までのいずれかに行う
われわれは、他の国々や管轄区域に、この早期導入の枠組みに参加し、脱税のための隠れ場所をなくすため
の真の地球規模における自動情報交換システムの創設を早急に行うよう求める。
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Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be
used, and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be
imposed by any governmental taxing authority or agency.

過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.tohmatsu.com/tax/nl/us

問い合わせ
米国税務および QI/FATCA に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。
税理士法人トーマツ 東京事務所 US デスク
エグゼクティブ オフィサー

生田 ひろみ

hiromi.ikuta@tohmatsu.co.jp

パートナー

前田 幸作

kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp

シニアマネジャー

岡 映

akira.oka@tohmatsu.co.jp

マネジャー

秋葉 奈緒子

naoko.akiba@tohmatsu.co.jp

所在地

〒100-8305 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階

TEL

03-6213-3800（代）

URL

www.tohmatsu.com/tax
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