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2019 年 12 月 27 日付官報にて租税条約等の実施に伴
う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法
律の施行に関する省令の一部を改正する省令（総務省・
財務省令第 3 号）、及び外国居住者等の所得に対する
相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令（総務省・財務省令第 4 号）
が公表された。日本の金融機関は、租税条約実施特例
法に基づき 2018 年 4 月より報告対象国に居住する口
座保有者の情報を国税庁へ報告しているが、今回の省
令の改正を受けて新たに 7 つの国・地域が報告対象先
として追加された。以下、簡単に概要を記す。
1.

今回の12月27日付官報にて、報告対象国として省令で
定める外国は台湾とする旨公表されたことにより、2019
年分のCRS報告対象先として台湾居住者の金融口座情
報が含まれることとなった。
3.

国税庁ウエブサイトには既に上記 7 つを含む計 95 カ
国・地域を報告対象国一覧として掲載されている。
「報告対象国」一覧表（国税庁ウェブサイト（PDF））
したがって、日本の金融機関は 2019 年 12 月末時点で
上記 7 つを含む報告対象国に居住する口座を抽出し、
2020 年 4 月 30 日までに国税庁へ報告できるよう必要
情報をまとめる必要がある。

OECD/CRS 枠組における報告対象国追加

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方
税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の別表
には実特法における報告対象先として 88 の国・地域が
リストされているが、今回の 12 月 27 日付官報にて新た
に以下の 6 つが追加された。
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2.

報告対象地域「台湾」の追加

国税庁ウェブサイト

おわりに
CRS では、特定取引を行う者等の居住地国を特定し、
非居住については納税者番号等の情報を確認した上
で、報告対象国居住者について、国税庁への報告が必
要となる。世界各国の居住者の定義、納税者番号は異
なっており、なかなか整理された情報がないが、デロイト
トーマツ税理士法人では、報告対象国、各国の納税者番
号、居住者の定義等を一覧にした資料を作成し、常に更
新を行っている。CRS に関する契約を締結いただいた
金融機関には、それらの情報を連携しており、好評を得
ている。有料となるが、ご関心がある場合には、ご連絡
いただきたい。また、QI、FATCA 、CRS、及び米国税務
に関して専門チームを有し、常に最新情報を入手の上、
多数の金融機関にサービスを提供している。今回、ニュ
ースレターでご案内した内容の他、制度内容・法令等で
ご不明な点等があれば、相談いただきたい。

台湾はOECDにおけるCRS賛同国とはみなされていな
いが、日本とは2015年11月26日に「所得に対する租税
に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公
益財団法人交流協会と東亜関係協会との間の取決め」
（日台民間租税取決め）が結ばれている。また、令和元
年度税制改正により自動的情報交換を可能とする報告
制度として「外国居住者等の所得に対する相互主義によ
る所得税等の非課税等に関する法律」が改正されてい
た。
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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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