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1. AEOI ポータルユーザーガイド更新版発表

3. FATCA・英国 CDOT の通知・報告期限が
延長

2016 年 4 月 4 日、ケイマン諸島税務情報庁（Tax
Information Authority：以下「TIA」）は、自動情報交

2016 年 4 月 8 日、ケイマン諸島国際税務協力局

換 （ Automatic Exchange of Information ： 以 下

（Department of International Tax Compliance）は

「AEOI」）ポータルユーザーガイドバージョン 1.3 を

2016 年の FATCA および英国 CDOT の「通知・報

発表した。この中では、米国の外国口座税務コンプ

告期限の施行に対し柔軟な姿勢で臨む」とする業界

ライアンス法（Foreign Account Tax Compliance：

に関する勧告を発表した。今後通知は 2016 年 6 月

以下「FATCA」）および英国王室属領と海外領土

10 日まで、報告は同 7 月 8 日までであれば、罰則

（Crown Dependencies and Overseas Territories：

やその他の不利な影響を被ることなく送信すること

以下「CDOT」）それぞれについて必要となる通知
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ができる。この期限の猶予は、ポータル開設および

手順を説明している。同ユーザーガイドは報告手順

ガイダンス公表の遅延によるものであり、一部の

についても記載しているが、本バージョンでは

RFI にとっては通知および報告の期限の延長が切

FATCA 用の報告についてのみであることに留意す

望されていた。

ること。今後、英国 CDOT 用の報告の説明を含む
バージョン 2.0 は 4 月下旬に公表される予定となっ
ている。

2. AEOI ポータルの再開
2016 年 4 月 11 日、TIA は AEOI ポータルを再開
し、FATCA および英国 CDOT について報告金融機
関（Reporting Financial Institutions：以下「RFI」）が
通知できる状態となっている。ポータルの再開およ
び関連するユーザーガイドの更新は数週間遅れの
実施となった。ケイマン諸島ではゼロ申告の送信は
義務付けられていないものの、すべての RFI は、報
告対象口座を有しているか否かを問わず、通知の
送信が義務付けられている。

1 権限のある当局への FATCA および／または英国 CDOT に関する報告義務の有無の通知(Notification)
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英国 CDOT および米国 FATCA に関する通知・報告期限について
国際税務協力局（DITC）は 2016 年の英国 CDOT および米国 FATCA に基づく通知・報告期限の施行に
対し柔軟な姿勢で臨む旨、業界におかれては承知されたい。

英国 CDOT および米国 FATCA 双方について、通知の送信期限を 2016 年 6 月 10 日金曜日、申告書の
報告期限を 2016 年 7 月 8 日金曜日とする。上記の通知および申告書報告の期限を遵守すれば、不利な
影響または強制措置を招くことはない。

本件は、英国 CDOT の遵守のための最初の年度である点、また通知・報告実施のための AEOI ポータル
の利用可能期間を認識してのものである。

DITC は後日、ユーザーによる英国 CDOT 通知・報告実施のためポータルを開設する際に業界に通知す
る予定である。

以上

2

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 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

hisayuki.igarashi@tohmatsu.co.jp

所在地
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Tel
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