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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
FATCA、QI 最新情報 
 

2019 年 12 月 16 日 

2019 年 11 月 14 日、15 日、源泉徴収や情報報告とい

った国際税務に関するカンファレンス「International Tax 
Withholding and Information Reporting Conference」
が米国ニューヨークにて開催された。当カンファレンスに

は、米国内国歳入庁 （Internal Revenue Service：以下

「IRS」）の担当官が参加し、FATCA  （Foreign Account 
Tax Compliance Act）、QI （Qualified Intermediary） 制
度等についての最新情報を提供している。ここでは、特

に注目すべきポイントについて記す。 

1. IRS による QI/FATCA アップデート情報 

(1) FATCA 

① 宣誓のための FATCA Portal 

 FATCA Portal にて宣誓する際に表示されるFATCA 
Status 分類がアップデートされる 

 登録みなし遵守FFIである金融機関が、宣誓が必要

ない場合にも、不要であることを表明するために、

Submitが必要 

 2020年7月1日が期限となる宣誓のためのFATCA 
Portal は、2020年1月にオープンする 

② 一般情報 

 IRSは、契約不履行（Event of Default）の通知に関

するガイダンスを2019年年末頃に公表する予定で

ある。当ガイダンスの内容は、不履行の通知に含ま

れる情報を再度明確化するとともに、課題を改善す

るためのIRSへのコンタクト方法を含む 

 IRSは、数カ月前に、幾つかのFFIをFFIリストから

削除した。登録への再考は行うとのことだが、GIIN 
（Global Intermediary Identification Number、グロ

ーバル仲介人識別番号） の登録をしてからFFIリス
トに掲載される時間がおよそ1カ月であることを踏ま

えると、再度FFIリストに掲示されるには、相応の期

間が必要となる 

 米国源泉所得の支払者は、FFIのGIINの確認は、

年に一回求められているが、年次確認に係る手続

を確立することを求めている。Event of Default （契

約不履行） となったFFI（Foreign Financial 
Institution）のリストをIRSが公表することはないの

で留意されたい 

なお、FFIが抹消されるのは、1月のタイミングであ

ることから、リストから外れてしまったFFIに対して源

泉徴収を行っていなかったという状態にならないよ

う、1月に再度確認をすることを推奨するとのこと 
（リストから外れていた期間の源泉徴収30%につい

て、適切に源泉の対応ができる） 

ただし、規則では、年次確認をすることのみ規定さ

れているので、なんらかの事態が発生した場合のた

めに説明できるよう、年次確認のタイミングでFFIリ
ストを確認しているか、その記録を保管しておき、年

次確認の手続を証明できるようにしておくことが必

要である 

 Event of Defaultの通知は、FFIがモデル1、2いず

れの管轄内に在していても、現地税務当局が連絡

している 

 GIINが不履行となった場合、同じGIINをもらうこと

は不可である （GIINはユニークな番号のため） 

 宣誓が「incomplete」であった場合、6カ月後に

「reject」となり、FFIリストから抹消される 

 報告義務があるにもかかわらず提出されていない

様式8966のfailure （無申告） について、通知を送

付している 

 モデル1国における2020年以降のFATCA報告に

て、報告対象口座のTINが漏れている場合、FFIへ
120日以内に修正するように通知が送付されるが、

未対応であれば、重大な不遵守となる。重大な不遵

守となった場合、追加で18カ月の猶予が与えられ

る。これらの猶予期間内に対応がなされない場合、

GIINが無効となる 
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(2) QI 

① QI Portal 

 QI宣誓の際、宣誓対象年を最後の年で選択する

と、誤った期日が表示されていたが、改良を予定し

ている 

 IRSは、2016年、2017年、2018年分のwaiverにつ

いては、すでにIRSにて受理している 

② 一般情報 

 QI責任者及び担当者がQIポータルにアクセスでき

なくなった場合において、両者ともアクセスできなか

った場合に限り、IRSにコンタクトすること 

 既存のQIは、QDD （Qualified Derivative Dealer、
適格デリバティブディーラー） になるためにQI申請

を再度行ってはいけない。QDDステータスを追加す

る場合、IRSへコンタクトすること 

 様式1042-Sの照合ツール （様式1042-Sを100枚程

作成しているような、小規模金融機関向けツール） 
を2020年7月頃にリリースする 

2. その他、大手会計事務所等の見解の共有 

(1) 外国パススルーペイメント 

進展はないものの、実施される可能性は残されている。 

(2) 様式 1099 及び様式 945 

IRS は、2019 年に様式にて報告される情報の不整合等

を分析するプログラムを立ち上げるとコメントしていた。

従って、数値の不整合や不備があれば、IRS より連絡を

受ける。 

(3) 様式 1042 及び様式 1042-S 

IRS は、新しい様式 1042 のプログラムを立ち上げると

のアナウンスを行っていたが、データ分析 （差異照合、

無申告等） に基づいて、納税義務者へ照会通知が送ら

れる。 

(4) QI 契約 

2020 年に、QI 契約の改定が想定されている。 

(5) 本人確認書類及び本人確認手続 

 早い段階で締結されたFATCAに関するIGA 
（Intergovernmental Agreement、当局間声明）の

Annex II には、Sponsored FFI（スポンサー付FFI）
カテゴリーが包括されていなかった。スポンサー付

FFIとしての例外を適用するには、規則にて求めら

れているGIIN登録ならびにIRSへの宣誓を満たす

必要がある。該当する国として、UK、アイルランド、

デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、メキシコ、オ

ランダ、ノルウェー、スペインが挙げられる。ただし、

UK及びアイルランドのIGAが2019年に改訂され、

スポンサー付がIGA Annex IIに包括されることとな

った。UK及びアイルランドについては、過年度にも

スポンサー付の要件を満たしているのであれば、過

去に遡って当該ステータスを適用できることとなる。

その他国々のIGAのアップデートにも注視が必要で

ある 

 Nonreporting IGA FFIのステータスについて、必ず

IGA のAnnex IIと照らし合わせて、どの区分である

か確認する必要がある 

 様式W-8等を過去の日付に遡り有効とするAffidavit
（宣誓供述文言）については、全てのケースにおい

て適用可ということではない。1年以上前のクレーム

は適用不可であり、更には、GIINがAffidavit文言に

よりカバーされる期間にて有効であったかを確認す

る必要がある 

 米国パートナーシップのパートナーへ米国実質関連

所得の分配を行う場合の源泉徴収について規定す

る第1446条を加味した各種様式のアップデートが

予定されている 

(6) 仮想通貨 

様式 1099 等の情報報告が必要となってくるとのことで、

FATCA 報告の必要性についても課題として挙げられて

いた。 

(7) 欧州連合の DAC6 

不遵守の場合、各国において定められるペナルティが想

定されていることから、2019 年末までに最終化される加

盟国での国内法に注視されたい。従って、施行されてか

ら適宜対応できる準備を行っていることが求められてい

る。 

3. 金融機関の留意点 

今回の最新情報に基づき、次の点に特に留意されたい。 

(1) 契約不履行の通知に関するガイダンス 

2019 年の年末辺りに、契約不履行に関する通知が公表

される予定であることから、注視が必要である。 

(2) 外国パススルーペイメント 

進展がないものの、引き続き注視が必要である。 

(3) QI 契約の改定 

米国パートナーシップのパートナーへ米国実質関連所得

の分配を行う場合の源泉徴収について規定する第 1446
条を加味した各種様式の改定が想定されているが、QI
契約も同様に、来年 2020 年に改定が想定されている。

デロイト トーマツとご契約いただいているお客様には、

QI 契約改訂に際した、改定内容やインパクト等につい

て、今後共有させていただくことを予定している。 

(4) 仮想通貨 

仮想通貨の取扱いは、現時点では非常に曖昧であり、

日本では現状として、仮想通貨交換業者は FATCA の

FFI 登録を実施していないケースが多いように見受けら

れる。 

2019 年 5 月 31 日、「情報通信技術の進展に伴う金融

商品の多様化に対応すための資金決済に関する法律等

の一部を改正する法律」が成立し、資金決済法及び金融

商品取引法が改正されることとなった。当該法令改正に

より、「仮想通貨」は、「暗号資産」への名称変更がなさ

れ、更には、「金融商品」の定義に暗号資産（資金決済
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法 2 条 5 項に規定する暗号資産）」が新たに含まれるこ

ととなった。 

これに伴い、金融商品の保管、仲介業務を行う、仮想通

貨交換業者が FATCA における FFI に該当するのでは

ないかと考えられる。IRS でも仮想通貨交換業に係る

FATCA 上の取扱について内部確認を実施すると非公

式ではあるがコメントしていたことから、今後の動きに注

視が必要である。 

(5) 欧州連合の DAC6 

欧州連合の一部の国では既に法令や法令案が公表さ

れているが、欧州連合加盟国に拠点を有す金融機関

は、2019 年末までに最終化される加盟国での国内法

に注視されたい。施行されてから適宜対応できる準備

を行っていることが求められていることから、各国にお

ける DAC6 対応について精査をし、運用、報告等の対

応状況について確認されることを推奨する。 

なお、デロイト トーマツでは、DAC6 に関する概要を

2019 年 8 月 23 日付の QI/FATCA/CRS 関連情報の

ニュースレター「DAC6 について」として提供しているの

で、併せて参考としていただきたい。 

(6) 内国歳入法第 871 条（m） 

米国株式等を原資産とする金融派生商品に関する税法

である内国歳入法第 871 条（m）「以下、871（m）」に関し

ては、後述の仕組債についての欧米のクリアリング機構

の取り扱い方針以外に大きなトピックはなかった。しかし

ながら、871（m）については経過措置が終了する 2021
年以降に対応が本格化するため、871（m）取引を取り扱

う金融機関は 2020 年中には体制整備が求められるの

で留意されたい。経過措置終了に当たっては 2020 年前

半に何らかの通知が出るようである。経過措置終了に伴

う対応事項として主なものは、単純な取引に関するノン

デルタワン取引のデルタ計測、複雑な取引に関する実質

同等テストの実施、及び、源泉徴収・納付・報告等の実

施のためのシステム構築等が必要となる。1 

また、871（m）取引を内包した債券（EB 債のような仕組

債）の源泉徴収義務等の対応については、米国及び欧

州で異なる 2 つのアプローチが検討されているようであ

る。1 つ目のアプローチは米国の証券保管振替機構

（Depository Trust and Clearing Corporation）を通して

決済される仕組債であり、こちらはカストディアンが源泉

徴収等の義務を負うことを想定している。2 つ目のアプロ

ーチは欧州の証券保管振替機構（Euroclear 及び

Clearstream）にて決済される仕組債であり、こちらは仕

組債の発行体自身が上記の義務を負うことを想定してい

る。いずれの場合でも実務上の問題点が指摘されてお

り、引き続き議論がなされている最中のため、今後も注

視が必要である。 

おわりに 

デロイト トーマツ税理士法人では、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 2019 年 12 月に米国内国歳入法第 871 条（m）及び適格デリバティブディーラー（Qualified Derivatives Dealer：以下「QDD」）制

度に関する規則が一部改正され、871 条（m）に関する経過措置期間がさらに 2 年間延長された。これにより、対応が必要になる

のは 2023 年からとなり、金融機関は 871 条（m）及び QDD の遵守体制の整備にさらなる時間的猶予が与えられることとなった。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ftc/qi-fatca-23august2019.html
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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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