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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
FATCA 宣誓における契約不履行通知に係る手続の公表 
 
2020 年 4 月 20 日 

2020 年 4 月 7 日、米国内国歳入庁（Internal Revenue 
Service：以下「IRS」）は、「FATCA 宣誓における契約不履行

通知に係る手続 （Procedures for FATCA Certification 
Event of Default Notices）」に関するメモランダムを公表した。

これを踏まえ、2020 年 4 月 15 日、IRS は、ウェブサイト上で

公表している FATCA FAQ Registration Update のセクション

に「Agreement Terminated（契約解除済み）」に関する Q18
を追加した。 

ここでは、それらの概要について簡単に記すが、詳細はそれ

ぞれ原文を確認いただきたい。 

1. FATCA 宣誓における契約不履行通知に係る手続 

昨年、多数の金融機関が、初回の FATCA に関する宣誓を実

施しているが、必要な宣誓を実施していない金融機関、あるい

は、適切な宣誓を行っていない金融機関に対して、これまで多

数の契約不履行通知が発出されている。今回公表されたもの

は、IRS が、大規模法人・国際事業部（Large Business and 
International Division）職員へのメモランダムとして作成され

たもので、FATCA 宣誓の概要、宣誓方法、重要な不履行及び

契約不履行の詳細、IRS による契約不履行通知送付対象先

の特定方法、契約不履行通知に対する再考や不服申し立て、

登録解除、事業体種別別宣誓要件といった、既に公にされて

いる情報を網羅すると共に、登録ステータスが「Agreement 
Terminated（契約解除済み）」となった場合における、グロー

バル仲介人識別番号（Global Intermediary Identification 
Number ：以下「GIIN」）回復における対応方法を明記してい

る。 

2. FATCA FAQ の更新 

今回更新された FAQ においては、上述の「FATCA 宣誓にお

ける契約不履行通知に係る手続」を参照しており、FATCA 宣

誓要件に不遵守であったが故に FFI（Foreign Financial 
Institution）登録を解除され、IRS により公表されている FFI リ
ストから GIIN を抹消された事業体への GIIN 回復における対

応手順について掲載している。 

おわりに 

FFI として登録している日本の金融機関においては、契約不

履行通知を受領するといったケースは多くはないと推察する

が、今後、必要な手続が行われていなかった場合や、何らか

の手違いにて契約不履行通知を受け取ってしまい、対処方法

が分からないといったケースが想定されるので、そのような場

合のガイダンスとなる。なお、FATCA に関する基本契約を締

結いただいている金融機関様には、「FATCA 宣誓における契

約不履行通知に係る手続」及び FAQ の和訳を、順次提供して

いく予定である。 

デロイト トーマツ税理士法人では、QI、FATCA 、CRS、及び

米国税務に関して専門チームを有し、常に最新情報を入手の

上、多数の金融機関にサービスを提供している。今回、ニュー

スレターでご案内した内容のほか、制度内容・法令等でご不明

な点等があれば、相談いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irs.gov/pub/foia/ig/spder/lbi-04-0120-0002.pdf
https://www.irs.gov/pub/foia/ig/spder/lbi-04-0120-0002.pdf
https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal#registration-update
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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.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

問い合わせ 

米国税務および QI/FATCA、OECD CRS 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。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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