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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
新型コロナウィルス感染症拡大に伴う 
米国 FATCA 宣誓期限の自動延長について 
 
2020 年 4 月 30 日 

2020 年 4 月 29 日、新型コロナウイルス感染症（Coronavirus 
Disease 2019：以下「COVID-19」）の世界的流行を受け、米

国内国歳入庁（Internal Revenue Service：以下「IRS」）は、

ウェブサイト上で公表している FATCA FAQ General の
FATCA Certifications のセクションに、2020 年 7 月 1 日に期

日を迎える FATCA 宣誓に関する Q21 を追加すると共に、

FATCA News & Information （Issue No. 2020-3）において

FATCA 宣誓期限の延長を通知した。 

1. FATCA 宣誓期限の自動延長 

今回の公表では、2020 年 7 月 1 日が FATCA 宣誓の期日で

ある FFI（Foreign Financial Institution、外国金融機関）及び

スポンサー事業体等に向けて、IRS への延長申請をせずと

も、FATCA 宣誓を 2020 年 12 月 15 日まで、自動延長する措

置を公表している。 該当する場合には、FATCA ポータル画

面には、更新された期日が自動的に表示される。 

当該延長措置は、IRS のウエブサイトにおいて FATCA の登
録をした年が 2016 年である FFI、Sponsoring Entity 等に限
られた FATCA 宣誓期日延長措置となる旨ご留意いただくと
共に、該当する場合には、適宜 FATCA ポータルにログインい
ただき、画面上に表示される宣誓期日が更新されているか確
認いただきたい。 

2. 既存口座の宣誓不要についての選択 

FATCA の宣誓は、内部統制の有効性についての定期的宣誓

と（Periodic Certification: 以下「定期的宣誓」と、既存口座の

宣誓（Certification of Pre-existing Accounts：以下「COPA」）
の 2 つがあるが、2016 年に FATCA の登録をしている場合、

本来であれば FATCA における既存口座は存在しないことか

ら、COPA については必要とはされていない。ただし、その場

合においても、FATCA ポータルのシステム上では、COPA の

リンク内にて宣誓が不要である旨選択が必要となっているの

で、留意されたい。 

おわりに 

COVID-19 の影響にて現時点における先行きが不透明では

あるものの、来年の 2021 年 7 月 1 日に FATCA 宣誓を迎え

る FFI（FATCA 登録を 2014 年又は 2017 年に行った FFI 及
びスポンサー事業体等）は、余裕をもって準備を始めると共

に、今後の IRS の動向にも注視されたい。 

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。 
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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 
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