米国税務
QI/FATCA 関連情報
初回の FATCA 報告に向けた電子申告の手順
および報告データ作成方法に関するユーザーガイドを公開
アメリカ
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外国口座税務コンプライアンス法（Foreign Account
Tax Compliance Act：以下「FATCA」）が 2014 年 7
月 1 日に施行され、初回の FATCA 報告が 2015 年
6 月 29 日（不同意米国人口座の場合は、2015 年 3
月 31 日）に迫る中、米国財務省および内国歳入庁
（Internal Revenue Services：以下「IRS」）は電子

1. FATCA 報告の概要
原則として、FATCA に遵守する金融機関は、各暦
年末時点までに特定された特定米国人または
FATCA に遵守しない金融機関である不参加金融機
関が保有する金融口座の情報を、IRS に対して報

報告の手順、および報告データの作成方法につい

告する義務を負う。報告期限は翌年の 3 月 31 日で

てのユーザーガイドを相次いで公表している。

あるが、初回の報告期限である 2015 年 3 月 31 日
については、IRS への報告に同意しない不同意米

FATCA 報告様式 8966 は、原則電子的手段で報告

国人口座以外の金融口座に関して、90 日間の自動

データを IRS に送信する電子報告のみ受け付けて

延長が適用される。FATCA 報告に使用する様式と

おり、金融機関がすべて自社対応で報告を行う場

して、様式 8966 が公表されているが、実際の報告

合にはシステム構築が必要になる。報告期限まで

は様式 8966 の報告項目をベースに電子データを作

の時間的余裕、システム開発に伴う費用、英語で書

成し、IRS へ電子データを送信するという電子報告

かれたガイドラインへの対応等をかんがみると、多く

になる。

の金融機関にとって自社対応は現実的ではないも
のと考えられ、代替手段の検討が早急に必要であ
ると思われる。
国際間データ交換サービス ユーザーガイド
http://www.irs.gov/pub/fatca/p5190idesuserguide.pdf

FATCA メタデータ XML スキーマ v1.0
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5188.pdf
FATCA XML v1.1 ユーザーガイド
http://www.irs.gov/pub/irs-utl/Pub5124UserGuide.pdf

2. 電子報告の概要
電子報告をするためには、国際間データ交換サー
ビス（International Data Exchange Service：以下
「IDES」）と呼ばれるウェブアプリケーションから電子
データを IRS へ送信する。IDES の利用開始手続か
ら電子報告完了までの大まかな流れは、以下のと
おりである。（1）デジタル証明書の取得、（2）IDES
ア カ ウ ン ト の 作 成 、 （ 3 ） 承 認 済 み GIIN （ Global
Intermediary Identification Number：グローバル仲
介人識別番号）およびデジタル証明書の検証、（4）
IDES 登録の承認受領、（5）電子ファイルの作成お
よび IDES へのアップロード、（6）電子データを IRS
へ送信。自社対応で報告を行う金融機関の大きな
障害になるのはデジタル証明書の取得、および電
子ファイルの作成であろう。
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3. デジタル証明書の取得
報告を行う金融機関は、IRS の承認する認証局が
発行した有効なデジタル証明書を取得しなければな
らない。デジタル証明書に含まれる公開鍵と関連付
けられた秘密鍵によって、送信する電子データは暗
号化され、安全にファイルデータを IRS に伝送する
ことが可能となる。IRS が承認する認証局の一覧は
国際間データ交換サービス ユーザーガイドに記載
されている。留意点として、デジタル証明書は数年
おきに再取得が必要になり、失効化されたデジタル
証明書と関連付けられたユーザーアカウントは即時
無効となるため、金融機関はデジタル証明書の管
理が必要となる。

4. 電子ファイルの作成
報告を行う金融機関は様式 8966 の報告項目を基
に、IRS が公表している FATCA XML スキーマに基
づいて XML 形式の電子ファイルを作成しなければ
ならない。さらに、FATCA メタデータ XML スキー
マに基づいて、メタデータファイルの作成を行い、
データパケットを作成する必要がある。初回の
FATCA 報告で不同意報告口座を報告しなければな
らない金融機関は、3 月 31 日の報告期限までに報
告対象となる口座情報を XML スキーマに変換し、メ
タデータファイルを作成するシステムを構築しなけ
ればならず、報告期限内にシステム対応を行うこと
は非常に困難であると考えられる。

おわりに
IRS から電子報告に関するユーザーガイドが公表さ
れたものの、すべてを自社で対応することは非常に
困難であり、多くの金融機関が代替手段を検討せざ
るを得ないであろう。
税理士法人トーマツでは IRS が公表した各種ガイド
ラインの和訳、報告に関する概要資料などを提供し
ている。また、これまで QI（Qualified Intermediary：
適格仲介人）制度において多数の電子申告を実施
した米国税務に関する知見および実績があり、これ
らを踏まえ、FATCA 報告についても、報告代行を含
めた電子申告の全面的サポートを予定している。
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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.

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

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。
税理士法人トーマツ 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

マネジャー

榎本 純子

junko.enomoto@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）

URL

www.deloitte.com/jp/tax-co
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