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国際税務 
QI/FATCA/CRS関連情報 
IRSが香港で開催した QI, WP, WT定期的検証・宣誓に
係るプレゼンテーション 
 
2019年 6月 10日 

2019年 5 月 21日、22 日、米国内国歳入庁（Internal 

Revenue Service：以下「IRS」）は、事前に参加者の募

集を行った上で、香港において QI/WP/WT1制度におけ

る定期的検証及び宣誓に関するプレゼンテーション「In 

Person Presentation on the QI/WP/WT Certification 

and Periodic Review Process（IRS担当者が直接行う

QI/WP/WT宣誓・検証に関するプレゼンテーション）」を

開催した。このプレゼンテーションでは、IRS担当官によ

って、定期的宣誓・検証の概要説明や定期的宣誓のデ

モンストレーション等が行われた。デロイト トーマツ税理

士法人もこのプレゼンテーションへ参加しており、概要に

ついて記す。 

1. 2017年 QI契約の変更点 

2017年 1月から有効となった 2017年 QI契約

（Revenue Procedure 2017-15） （IRSウェブサイト（英

語、PDF））における、2014年 QI契約からの変更点に

ついて説明がなされた。主な変更点は以下のとおり。 

 宣誓対象期間について、2014年 7月 1日時点にお

いて QI資格を持つ場合、2017年 12月末までを初

回の宣誓対象期間とし、以後 3年間毎とされた 

 宣誓対象期間のうち、いずれか 1暦年を QI自身が

選択し定期的検証を行うこととなった 

 宣誓期限は宣誓対象期間終了後の翌年 7月 1日と

なった。なお、宣誓対象期間の最終年を検証対象年

として選択した場合は宣誓期限が 6カ月間延長さ

れ、12月 31日となる 

 2014年 QI契約においては「監査人（Auditor）」が定

期的検証を行うこととしていたが、2017年 QI契約に

おいては「検証人（Reviewer）」に置き換えられた 

 検証人は、十分な独立性があるのであれば内部又

は外部いずれでもよいとされた 

                                                           

1 QI, WP, WT:  QI（Qualified Intermediary）契約は米国証券

を仲介する金融機関が IRSと締結するが、WP/WT

（Withholding Foreign Partnership/Trust）契約は、米国証券

 定期的検証を実施した場合、2014年 QI契約におい

ては、IRSへの検証レポートの提出が必須であった

が、2017年 QI契約においては、IRSに要請された

場合に 30日以内に提出すること、と変更された 

 定期的検証における検証対象口座に係るサンプリン

グについて、明確化された 

 宣誓対象期間の各暦年において、報告対象金額が

500万ドルを超えていない等、一定の要件を満たす

場合、定期的検証の免除を申請できる 

なお、2017年 QI契約の重要点については、2017年 1

月 16日付のニュースレターを参照されたい。 

2. QI定期的宣誓について 

QI定期的宣誓について、QI/WP/WTアカウントマネジメ

ントシステム（QI/WP/WT Application and Account 

Management System ）（IRSウェブサイト（英語））の画

面を用いたデモンストレーションが IRS担当官によって

行われた。各入力画面毎に詳細な入力方法の説明に加

え、注意点についても言及された。主な注意点は以下の

とおり。 

 宣誓を行うに当たり、回答に迷った設問や追加コメン

トがある場合等には、Part 7 Additional Infoのパー

トを積極的に使用し、些細なことであっても可能な限

り詳細を記載した文書をアップロードすること 

 IRSによる宣誓内容の確認を行う中で、追加の照会

を行う場合や、宣誓の再提出を要請する場合がある 

 宣誓提出から IRSの承認までに要する期間につい

ては、IRS側の状況及び宣誓の内容による 

 宣誓の再提出については、QI/WP/WTアカウントマ

ネジメントシステムにおいて新たな宣誓期限が設定さ

れるため、期限までに対応が必要 

を仲介するパートナーシップ（組合形式の事業体）/信託が

IRSと締結するものである。日本においては、一部の米系日

本法人の従業員持株会等が、WP契約を締結している。 

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-17-15.pdf
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ftc/qi-fatca-16January2017-QI.html
https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-system
https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-system


 

2 

 

 定期的宣誓の設問の一つに追加されているパブリッ

クリストについて、IRSは設問にチェックを入れること

を推奨している 

 QI/WP/WTアカウントマネジメントシステムへアクセ

スができない、との問い合わせが IRSに多数寄せら

れているとのことで、その場合は、まず、QI/WP/WT

アカウントマネジメントシステムのユーザーガイドであ

る Publication 5262（QI/WP/WT Application & 

Account Management User Guide）（IRSウェブサ

イト（英語、PDF））の手順に沿って対処するように、と

のこと。また、QI責任者と担当者の E-mailアドレス

について、同一のものを登録するとログイン問題の

発生を招く可能性があるため、異なる email アドレス

の登録が推奨されるとのこと。QI自身による解決が

難しい場合には IRSへの問い合わせが必要となる

が、IRSの状況により回答に時間を要する場合があ

るため、まず、QI自身によって対処すること 

おわりに 

日本の多くの QI/WPが、2018年中に定期的宣誓を完

了済みであるが、IRSによる承認がまだあまり進んでい

ないようである。提出済みの宣誓について、IRSによる

追加の照会があった場合には迅速な対応が求められる

ため、システムに登録された emailアドレス宛に通知が

届いた場合には、速やかに確認されることが推奨され

る。 

デロイト トーマツ税理士法人では定期的検証及び宣誓

について、外部検証人としての実績、定期的宣誓及び追

加照会が発生した場合の対応等、多くの QI/WPに対し

て全面的サポートを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5262.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5262.pdf
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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、OECD CRS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 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

所在地 
〒100-8362  

東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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