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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
FATCA、QI 最新情報 
 
2019 年 6 月 21 日 

2019 年 6 月 6 日、7 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. FATCA ポータルサイトの仕様 

FATCA ポータルサイトの仕様について、現時点では大

幅な変更の予定はない。ただし、2020 年に、FATCA ポ

ータルサイト上で、定期的宣誓の質問に関して追加説明

がポップアップで表示される機能を整備する予定であ

る。 

2. FATCA 宣誓に対する IRS の対応 

FATCA 定期的宣誓の期限が過ぎているにもかかわら

ず、宣誓が未対応である外国金融機関（Foreign 
Financial Institution：以下「FFI」）に対し、IRS はまもな

く、契約不履行（Event of Default）の通知を送付する予

定である。当該通知を受け取った FFI は、通知に記載さ

れた期限内に回答を提出する必要がある。回答が提出

されなかった場合には、最終的に FFI 契約の不履行とな

り、不参加 FFI となる。当該通知は、FATCA ポータルサ

イトのメッセージボードに表示されるため、FFI は、メッセ

ージボードを適宜確認することが必要となる。 

仮に不参加 FFI となった場合には、当該 FFI の評判は

大きく毀損されることとなり、QI である場合には、QI 契約

も破棄されることとなるので注意されたい。 

FATCA 定期的宣誓の期限が過ぎている FFI は、今から

でも可能な限り早急に宣誓を行い、宣誓が遅れた理由を

詳細に説明することが必要とのこと。IRS にとっても、

FATCA の宣誓が遅れてなされた場合の対応は、初めて

のこととなるため、その理由等を詳細に検討し、対応が

なされるとのこと。 

FATCA ポータルサイト上で、定期的宣誓提出後には

「提出済（Submitted）」とステータスが表示され、「提出

済」の表示となれば、IRS 側で宣誓内容の詳細が確認で

きる状態となる。IRS が定期的宣誓の精査を完了して

も、ステータスは「提出済」のままとなり、変更されない予

定である。したがって、各金融機関は IRS が当該金融機

関の宣誓情報の精査を完了しているのか、現時点で確

認できる方法はない。 

2020 年上旬から IRS は FATCA 定期的宣誓の詳細に

ついて、精査を開始する見込みである。尚、IRS が金融

機関に追加でデータ提出を求める場合は、通常 FATCA
ポータルサイト上のメッセージボードで連絡を取る可能性

が高いため、FATCA ポータルサイト上に登録している

RO（Responsible Officer）の情報は常に最新の情報に

更新することを推奨するとのこと。IRS の定期的宣誓の

精査については、他国と協力して行う可能性もあるが、

現時点では不透明な状況である。 

なお、FATCA の年次報告（Form 8966）の提出が必須

であるにもかかわらず、提出を行っていない FFI にも、

IRS は、通知を送付する予定である。 

3. Form 1042 未提出者に対する通知レター 

2019 年 6 月上旬から IRS は QI/WP（Withholding 
Foreign Partnership）を含む 2017 年 Form 1042 の必

須提出者に対し、一斉に通知を郵送するキャンペーンを

開始する。以下に該当する場合は、IRS から通知が送付

される可能性が高いため、特に注意が必要となる。 

 Form 1042 が未提出 
 Form 1042 と Form 1042-S のデータが突合不可 
 Form 1042 の誤記載 

もし、IRS から上記通知を受領された場合は、速やかに

IRS の指示に従って対応する必要がある。また、IRS か

ら書面で通知を受領した場合には、IRS の QI 専属チー

ムではなく、書面に記載された担当窓口に連絡するこ

と。 

4. QI 定期的検証及び宣誓に対する IRS の対応 

QI の定期的宣誓に際し、IRS が強調していた注意点は

次のとおりである。 
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 重要な不履行（Material Failure）があった場合に、

「問題を修正した」などの説明のみでは何を修正した

か不明瞭であるため、より詳細な説明を記載すべき 
 追加書類をアップロードする場合は、どの設問/何に

関する追加書類かを説明すべき 
 宣誓のステータスが IRS により「Rejected（却下）」と

され、その後 QI が宣誓内容を変更し再提出するとス

テータスは「Amended（修正）」に変更される 
 Form 1042/1042-S は IRS から求められるまで宣誓

画面へのアップロードは不要 
 QI 定期的宣誓の場合には、FATCA のシステムとは

異なり、宣誓の期限が過ぎた場合に、宣誓へのリン

クがポータルサイトからなくなったため、2018 年 3 月

期限の宣誓においては、一定の混乱があった 
 QI 定期的宣誓の期限が過ぎてしまった QI は、IRS

の QI チームに連絡し、期限が過ぎてしまった理由を

詳細に説明することが必要 
 IRS は、宣誓の期限までに、適切な宣誓を行ってい

ない QI に対して、契約不履行（Event of Default）の
通知をまもなく送付する 

 契約不履行の通知は、FATCA とは異なり、郵便にて

通知を送付する 

5. QI 関連の非公式コメント 

IRS の QI 専門担当官より、非公式に以下についてコメ

ントがあった。QI 宣誓のシステムの中で、パブリックリス

ト掲載承諾可否の設問があるが、パブリックリストについ

て IRS からあまり情報が公表されいなかったため、

FATCA の FFI リストと同等のリストが公表されるのでは

ないかと推測されていた。IRS の QI 専門担当官のコメン

トでは、IRS としてはパブリックリストの作成を希望してい

るが、現時点では各方面から意見を集めている段階で

あり、具体的な作成については引き続き検討していく方

針とのこと。 

6. おわりに 

FATCA 及び QI の宣誓について、IRS からは各 RO に

対しポータルサイトのメッセージボード、郵便や email 等
で複数回に渡り注意喚起（Warning）し、適切な宣誓の

提出を促す予定であると、IRS 担当官は繰り返し強調し

ていた。また、FATCA の宣誓の精査方法や Form 8966
の検証についても、IRS 側で公式にコメントができるほど

方針が定まっていない様子がうかがえた。IRS としては、

小さなミスを指摘するよりも、各金融機関が FATCA 及

び QI の規則に遵守して、適切に宣誓を行ってもらえるよ

うに歩みよる姿勢であるように見受けられたため、IRS
から通知などを受領された場合は、各金融機関も速やか

に対応を行い、協力する姿勢をみせることが大切である

と思料する。 
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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、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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