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1. はじめに

(2)

各国最新情報

2016 年 1 月 1 日、経済協力開発機構（OECD）の

1)

オーストラリア

共通報告基準（Common Reporting Standards：以
下「CRS」）が複数の管轄区域で発効した。CRS は

オーストラリア政府は、2016 年税法改正（共通報告

米国の外国口座税務コンプライアンス法（Foreign

基盤施行）法を成立させた（2016 年 3 月）。

Account Tax Compliance：以下「FATCA」）モデル

＞＞最終法案（オーストラリア政府のウェブサイト

1 と同様に、施行管轄区域により施行内容が異な

（英語））

り、かつ各国の取組み状況も継続的に変化してい
く。この状況を把握するため、月次の CRS ニュース

2)

ドミニカ

レターを通じて最新情報の要約をご案内する。本
ニュースレターには、CRS 署名国、法令、ガイダン
スその他関連ニュースの主要な最新情報が含まれ

ドミニカ銀行監督庁は、本人確認要件に関するガイ
ダンスのドラフトを配布し、業界のコメントを求めた。
同ドラフトには、ドミニカの金融機関が新規顧客との

る。

取引開始時に、居住の有無にかかわらず納税者番

2. CRS 最新情報
(1)

OECD 最新情報

1)

セントクリストファー・ネーヴィス

セントクリストファー・ネーヴィスは、CRS に基づく自
動的情報交換のための多国間の権限ある当局間
の協定（The Multilateral Competent Authority

号を捕捉・記録するための要件が含まれる。これ
は、将来の CRS の採用に向けたステップを潜在的
に示している。
3)

アイルランド

アイルランドは、最新の CRS FAQ を公表した
（2016 年 3 月 18 日）。

Agreement：「MCAA」）に署名した（2016 年 2 月

＞＞最新の CRS FAQ（アイルランド政府のウェブ

16 日）。

サイト（PDF、英語））

2)

パナマ

4)

マン島

パナマは、2018 年の CRS 採用および情報交換を

マン島は、CRS ガイダンスノートを発表した（2016

誓約した国々のリスト（非早期導入者）から離脱し、

年 3 月 1 日）。

再度不参加管轄区域となった（2016 年 3 月）。な
お、パナマ文書問題を受け、再度、CRS 採用の検

＞＞CRS ガイダンスノート（マン島政府のウェブサ

討が開始されたとの情報が入っている。

イト（PDF、英語））
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マン島は、自動情報交換（Automatic Exchange of

南アフリカ歳入庁（SARS）は、業界から要請のあっ

Information：以下「AEOI」）の更新に関する業界勧

た修正を含む AEOI 業務要件仕様の最終ドラフトを

告通知を公表した（2016 年 3 月 1 日）。

発表した。この版の業務要件仕様は、FATCA と

＞＞業界最新情報（マン島政府のウェブサイト
（PDF、英語））
5)

ジャージー島

CRS の報告要件を組み合わせたものである（2016
年 2 月 29 日）。

＞＞AEOI 業務要件仕様最終ドラフト（南アフリカ政
府のウェブサイト（PDF、英語））

ジャージー島は、2015 年 12 月発行の第 1 版に関
し受け取ったコメントを受けて、CRS ガイダンスノー
トドラフト第 2 版を発表した（2016 年 2 月）。

＞＞最新の CRS ガイダンスノートドラフト（ジャー
ジー島政府のウェブサイト（PDF、英語））
6)

ルクセンブルク

ルクセンブルク税務当局は、CRS に基づく除外口
座および参加管轄区域のリストを含む 2016 年 3
月 15 日大公布告（Grand DucalDecre）を発表した
（2016 年 3 月 17 日）。

＞＞2016 年 3 月 15 日大公布告（ルクセンブルク
政府のウェブサイト（PDF、フランス語））
7)

シンガポール

シンガポール財務省は、2016 年 3 月 1 日から 18
日まで、2016 年所得税（改正番号 2）法案ドラフトに
関する国民の意見の聴取を行った。所得税法
（Income Tax Act：「ITA」）の同改正案により、シンガ
ポールで 2017 年 1 月 1 日発効の CRS が施行可
能となる。さらに、シンガポール内国歳入庁および
金融管理局は、2016 年第 2 四半期までに国民の
意見の聴取のため規則のドラフトの提出を行う
（2016 年 3 月）。

＞＞法案ドラフトおよびさらなる CRS 情報（シンガ
ポール政府のウェブサイト（英語））
8)

南アフリカ

南アフリカ財務省は、南アフリカの不報告金融機関
のリスト、および除外口座のリストを含む CRS 最終
規則を発表した（2016 年 3 月 3 日）。

＞＞CRS 最終規則（南アフリカ政府のウェブサイト
（PDF、英語））
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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

お問い合わせ
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

アシスタントマネジャー

五十嵐 寿行

mhisayuki.igarashi@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）

email

tax.cs@tohmatsu.co.jp
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