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2015 年 2 月 2 日、米国オバマ大統領は、2016 会
計年度（2015 年 10 月から 2016 年 9 月）予算教書
（ General Explanations Administration’s Fiscal
Year 2016 Revenue Proposals：通称「グリーンブッ
ク」）を公表した。
本予算教書は、全 312 ページにおよび、非効率な
支出を削減し、富裕層や大企業への増税により、米
国の将来に投資することで、賃金の上昇と、米国の
成長と繁栄を共有することができるようにするため
の予算案が詳細に記されている。本予算教書の内
容が実現した場合の新たな税収は、長期的に持続
的な経済成長に必要な研究、教育、インフラストラク
チャーを含む重要な投資に使用される。
本予算教書では、米国における国際税務制度の改
革 の 一 環 と し て 、 FATCA （ Foreign Account Tax
Compliance Act：外国口座税務コンプライアンス
法：以下「FATCA」）の今後の拡大についての 2 点
の重要な計画が含まれており、ここではそれらにつ
いて説明する。

1. 米国金融機関による報告
1 点目は、米国に所在する金融機関による非居住
者口座の報告である。米国政府が、FATCA により
米国外金融機関（Foreign Financial Institutions：
以下「FFI」）に課してきた金融口座情報の報告を、
今後は、米国に所在する金融機関にも同等の報告
を課すものとしている。まずは、米国非居住者に
よって保有される金融口座の残高が、報告の対象と
なる。
また、既に米国金融機関は、米国非居住者へ一定
の米国源泉所得を支払う場合には報告義務を負っ
ているが、今後、一定の非米国源泉所得の支払に
ついても、報告させるものとしている。
最終的には、資産の売却や償還の総受取額の報告
と、特定の米国非居住者である支配者がいる投資
を目的とする事業体が保有する金融口座に関する

情報等を報告する法律を制定するものとしている。
これは、アメリカが締結する FATCA 協定の多くが双
方向の内容となっていること、および今後の OECD
多国間情報交換規定への対応として、米国に所在
する金融機関からの非居住者口座に関する情報の
入手が求められていることに対応するものである。

2. 口座保有者へのコピーの送付
2 点目は、口座保有者への情報提供である。Model
1 協定締結国以外（日本を含む Model 2 協定締結
国を含む）の FFI は、FATCA で報告対象となる口座
情報を IRS（Internal Revenue Service：米国内国
歳入庁：以下「IRS」）に対して電子報告する。本提
案では、新たに IRS への報告事項のコピーを当該
口座所有者へ提供することを求めるものとしている。
これは、情報報告の透明性の促進と、より高いコン
プライアンス遵守の達成を目的とするものである。
これまでも QI（Qualified Intermediary：適格仲介
人：以下「QI」）契約を締結する金融機関は、QI 対象
口座の口座保有者に米国人がいた場合には、IRS
に対して Form 1099 Copy A を提出すると共に、当
該米国人に対して Form 1099 Copy B を送付してい
る。Copy B を受け取った米国人は、確定申告書に
それを添付していたが、FATCA 施行にともない、
Form 1099 に代わり Form 8966 が IRS へ提出さ
れた場合、口座保有者への通知がなくなることに懸
念が表明されていた。

おわりに
予算教書は法案ではなく、あくまでも計画であり、法
制化するには連邦議会による承認が必要である。し
かし、オバマ大統領率いる民主党が上院下院両院
で劣勢である今、本予算教書が法制化される以前
で修正される可能性はある。なお、原案とおり法制
化された場合、本規定が適用されるのは、2017 年
以降に提出される申告書となる。
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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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