国際税務
QI/FATCA/CRS 関連情報
新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴う
米国への FATCA 報告等の申告期日延長について
2020 年 3 月 30 日
2020 年 3 月 13 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
国大統領は、国家非常事態を宣言した。当宣言では、米国財
務省に対して、COVID-19 により著しく影響を受ける米国人の
税務申告書の申告期日への救済措置を講じるよう指示され
た。2020 年 3 月 25 日、米国内国歳入庁（Internal Revenue
Service：以下「IRS」）は、モデル 2 の政府間協定（：
Intergovernmental Agreement：以下「IGA」）に基づく外国金
融機関（Foreign Financial Institutions：以下「FFI」）及び参加
FFI に義務付けられている、FATCA 報告（様式 8966
「FATCA Report」）の申告期日を延長する FAQ Q4 を公表し
た。本ニュースレターでは、IRS により公表された FATCA 報
告の申告期日延長に関する概要を記載すると共に、一部の
QI（Qualified Intermediary、適格仲介人）及び FFI である日
本の金融機関により申告されているであろうその他関連する
米国における税務申告書様式の期限について簡便的に記載
する。
1.
(1)

FATCA 報告

その他関連する税務申告書

2019 年対象の米国連邦所得税申告・納付期日が、2020 年 4
月 15 日である納税義務者には、2020 年 7 月 15 日までの自
動延長措置が適用される。当該延長措置には、2020 年 4 月
15 日が期日となる 2020 年対象の予定納税も含まれる。
米国財務省及び IRS により公表された通達「Notice 202018」の詳細は、こちらを参照されたい。併せて、IRS により公表
された FAQ については、こちらを参照されたい。
(1)

様式 1042/1042-S「Annual Withholding Tax Return
for U.S. Source Income of Foreign Persons /
Foreign Person's U.S. Source Income Subject to
Withholding」

当該延長措置の対象外となる。
(2)

様式 1120-F 「U.S. Income Tax Return of a Foreign
Corporation」

当該延長措置の対象となる。州所得税務申告・納付期日につ
いては、各州への問い合わせが求められる。

様式 8966 「FATCA Report」

2019 年対象の FATCA 報告の申告期日は、2020 年 3 月 31
日であったが、2020 年 7 月 15 日まで自動延長される。当延
長に際して、FATCA 報告の延長申請様式（様式 8809-I
「Application for Extension of Time」）の提出は不要とされて
いる。
IRS により公表された FAQ は、こちらを参照されたい。
(2)

2.

デロイト トーマツによる見解

上記 1(1)に記載される申告期日の延長は、同意口座報告に
限り適用されるものであり、不同意口座報告に関しては、IGA
にて規定されている期日までの申告が必要となるため、上記
の申告期日延長は不同意口座報告には適用されない（不同
意口座報告の申告期日：2020 年 3 月 31 日）と考える。また、
今回の FATCA 報告の申告期日延長措置の対象は、報告モ
デル 2 FFI 及び参加 FFI に限り、米国源泉徴収義務者に対し
て当該措置は適用されない。
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(3)

様式 1040 「U.S. Individual Income Tax Return」

当該延長措置の対象となる。
(4)

デロイト トーマツによる見解

上記 2(1)の情報申告書については、通常どおりの申告期日
内対応が求められる。上記 2(2)及び(3)については、2019 年
対象の米国連邦所得税申告・納付期日が 2020 年 4 月 15 日
である納税義務者に適用される延長措置であることから、暦
年ベースの税務申告書を申告している者への措置であると考
えられる（暦年ベースではない税務申告書を申告していない者
には適用されない）。
おわりに
COVID-19 の世界的流行、そして感染拡大収束の見通しが見
えない中、金融業界含む多くの業界が様々な影響を受けるこ
とが想定されるが、今後も何らかの救済措置が講じられる可
能性が高いと考えられる。本ニュースレターに記載されている

内容は現時点における救済措置であるため、デロイト トーマツ
では、米国政府及び税務当局の動向を注視し、情報発信を継
続していく姿勢である。

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.
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