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2015 年 11 月 16 日、米国内国歳入庁（Internal

(2) スポンサー付事業体の商号、識別コード、国・

Revenue Service：以下「IRS」）はスポンサー付事

管轄区域コード、スポンサー付特定外国子会

業 体 の 登 録 機 能 を 含 む 新 し い 機 能 を FATCA

社の支店の国・管轄区域コード（必要な場合の

（Foreign Account Tax Compliance Act：外国口座

み）を入力する

税 務 コ ン プ ラ イ ア ン ス 法 ） 登 録 シ ス テ ム （ FATCA
Online Registration System）に追加した。また、同
時にスポンサー付事業体を一括で登録するための
XML ファイル作成のサポートツールを公開した。そ
れに伴って FATCA 登録ユーザーガイドも更新され
ている。

1. スポンサー付事業体の IRS 登録
スポンサー付事業体の IRS 登録にあたっては、スポ
ンサー付事業体のリストを XML ファイルで作成し
FATCA 登録システムから一括でアップロードする方
法と、FATCA 登録システム上で個別に登録すること

(3) 「Validate Data」をクリックし、エラーチェックを
行う
(4) エラーがなければ「Create XML File」をクリッ
クし、XML ファイルを作成する
XML ファイル作成ツールとその指示書は以下のリ
ンクからダウンロード可能である。
FATCA Registration Sponsored Entity Data
Preparation Tool.xlsm（IRS ウェブサイト（英語））
Sponsored Entity Data Preparation Tool
Instructions（IRS ウェブサイト（英語））

が可能になると公表されていたが、それらの機能が
FATCA 登録システムに追加された。スポンサー事

また、個別にスポンサー付事業体を登録することも

業 体 は FATCA 登 録 シ ス テ ム に ロ グ イ ン し 、

可能であり、その場合には FATCA 登録システムか

「Manage Sponsored Entities」のリンクからスポン

ら XML ファイルの要素（左記（2））を手動で入力す

サー付事業体の登録が可能となる。

ればよい。

また、2015 年 11 月 12 日、IRS は XML ファイルの

2. その他の新しい機能

作成が困難な金融機関向けにエクセルベースの
XML ファイル作成ツールとその指示書を公開した。
このツール を使用する ことで 金融機関は 簡単に
XML ファイルを作成することが可能となった。ツー
ルの使用方法は以下のとおりである。
(1) スポンサー事業体の FATCA ID を入力する

スポンサー付事業体の IRS 登録機能のほかにも以
下の新しい機能が追加され、FATCA 登録システム
がより使用しやすくなった。
 既に登録済みの情報を削除し、初めから登録を
やり直すことなく FI（Financial Institution：金融
機関）タイプの変更や、メンバーFI をほかの拡大
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関連者グループに移動することが可能になった
 IRS 登録内容の各パートの編集や、IRS 登録内
容のダウンロードが可能になった
 IRS 登録時に以下の新たな質問が 2 つ追加さ
れた


質

問

3B

に

納

税

者

番

号

（Country/Jurisdiction Tax ID）を記載する


質問 13A および 13B に共通の親事業体
（Common Parent Entity）の情報を記載す
る

また、上記の機能追加に伴って、FATCA 登録ユー
ザーガイドも内容が一新された。
FATCA Registration User Guide（IRS ウェブサイト
（英語））

3. おわりに
スポンサー付事業体の IRS 登録期限は IRS 通知
2015-66 によって 2016 年 12 月 31 日まで延長され
たため、金融機関は余裕をもって登録作業を実施
することができる。しかし、登録にあたって、スポン
サー付事業体の英語での商号が必要となるため、
ファンドや証券投資信託等の多数のスポンサー付
事業体が存在するスポンサー事業体は前もって登
録の準備をすることが望まれる。
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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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