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た、既に HMRC への登録を済ませている英国報告

and Customs：以下「HMRC」）は外国口座税務コン

FI は、今回の公表に係る規則の修正（修正案の公

プライアンス法（Foreign Account Tax Compliance

表は遅くとも本年 4 月末を予定している）を待つこと

Act：以下「FATCA」）に関する重要な変更点を 2 点

なく、ゼロ申告を行うことも可能である。

公表した。1 点目は、FATCA 報告義務に関する変
更点である。従来、英国の報告金融機関

2. 英国報告 FI の分類に関する変更点

（Reporting Financial Institutions：以下「報告 FI」）

FATCA 最終規則によると、非金融機関グループの

は報告対象となる金融口座を保有していない場合

メンバーである持株会社および財務センターは、金

でも HMRC へのゼロ申告が必須であったが、今回

融機関から除外可能な例外規定が適用可能であり、

の公表により HMRC へのゼロ申告が不要となった。

その場合には投資 NFFE として取り扱うことが可能

2 点目は、英国報告 FI の分類に関する変更点であ

である。一方、HMRC が公表している

る。従来、英国報告 FI に分類されていた一部の持

Implementation of The International Tax

株会社および財務センターは、今後は原則として、
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Regulations 2014 Guidance Notes によると、

として取り扱われることになる。

FATCA 最終規則上では例外規定が適用可能な持

1. 英国報告 FI はゼロ申告が不要

株会社および財務センターの場合であっても、当該

従来、モデル 1 協定参加国である英国報告 FI は、
報告対象となる金融口座がない場合でも HMRC へ
のゼロ申告が必須であった。しかし、米国内国歳入
庁（Internal Revenue Service：以下「IRS」）が本年
2 月に更新した FATCA IDES Technical FAQs では、

事業体は英国報告 FI として分類されていた。
今回の HMRC の公表により、それらの持株会社お
よび財務センターは FATCA 最終規則と整合性が取
れる形で、英国報告 FI から除外されることになっ
た。

報告対象となる金融口座を保有しない報告 FI は
IRS へのゼロ申告が不要である旨が明記された。
今回の HMRC の公表は、上記の IRS からの発表を
受け、英国報告 FI において HMRC へのゼロ申告を
不要とするものである。これによって、ゼロ申告への
対応に追われていた多くの英国報告 FI は、FATCA
対応の負担軽減につながることになるであろう。ま
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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.
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