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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
スポンサー事業体等についての FATCA 検証・宣誓に 
関する最終規則の公表 
 
2019 年 3 月 26 日 

2019 年 3 月 21 日、米国内国歳入庁（Internal 
Revenue Service：以下「IRS」）は、FATCA（Foreign 
Account Tax Compliance Act）における、スポンサー事

業体、受託者開示信託の受託者、登録みなし遵守 FFI
（Foreign Financial Institution）、連結コンプライアンスプ

ログラムを構築する FFI の検証・宣誓に関する最終規則

（T.D. 9852）を公表した。当該最終規則は、2017 年 1
月に公表された規則案 REG-103477-14 への一部修正

が反映された上で最終化されており、2019 年 3 月 25
日より有効となる。また、IRS は、ウェブサイト上で公表し

ている FATCA FAQ に関連項目を追加した。 

本ニュースレターでは、これらの情報の内、暫定規則か

らの変更点と宣誓に関する重要点の概要を記す。 

1. スポンサー事業体宣誓期限 

2018 年 9 月に追加された FATCA 宣誓に係る FAQ 項

番 13 において、2017 年末までを宣誓対象期間とするス

ポンサー事業体の初回宣誓期限は、2019 年 3 月 31 日

まで延期されることが記載されていた。今般公表された

最終規則において、初回の延長後宣誓期限が 2019 年

3 月 31 日となることが規定されたことから、一部で憶測

を呼んでいた更なる期限の延長は残念ながら実現しな

いこととなった。なお、当該宣誓については、2017 年 1
月に公表された暫定規則に基づいて宣誓することが可

能であると、2019 年 3 月に追加された FATCA 宣誓に

係る FAQ 項番 20 に記載されている。 

2. スポンサーシップ契約 

暫定規則において、スポンサー事業体として、スポンサ

ー付 FFI の FATCA 対応を行う場合には、両者の間で、

書面によるスポンサーシップ契約を締結することが必要

であると規定されていたが、最終規則においても変更は

なかった。ただし、金融機関の負担軽減を考慮し、必ずし

も個別の契約を締結する必要はなく、他の契約の一部と

してもよいものとされた。例えば、ファンドマネジャー契約

に、スポンサー事業体が、スポンサー付 FFI の FATCA
義務を履行する規定を盛り込む対応でも可能としてい

る。なお、スポンサーシップ契約は、2019 年 3 月末又は

実際にスポンサー事業体がスポンサー付 FFI のために

FATCA 義務を履行する日のいずれか遅い時点までに

締結が必要となることが明記された。 

3. スポンサー事業体の FATCA 責任者 

暫定規則において、スポンサー事業体は、FATCA 責任

者としてオフィサー（Officer）を任命することが規定され

ていた。最終規則では、提出されたコメント及び実際の

業界での慣習等を勘案し、FATCA 責任者としての要件・

義務を満たすことができる場合には、オフィサーに加え

て、ディレクター（Director）、マネージングメンバー

（Managing Member）、ジェネラルパートナー（General 
Partner）についても、FATCA 責任者として認めるものと

している。なお、投資事業体のマネージングメンバー、ジ

ェネラルパートナーが、事業体の場合には、当該事業体

のオフィサー、ディレクター、マネージングメンバー、ジェ

ネラルパートナーが FATCA 責任者を担うことが可能と

している。 

4. モデル 1 協定国のスポンサー付 FFI 

モデル 1 協定国の FFI がスポンサー付 FFI として適格

であり、スポンサー付 FFI が当該協定において規定され

ている場合、当該スポンサー付 FFI は、報告免除

（Nonreporting） IGA FFI として、検証・宣誓の対象外と

なる。一方、協定においてスポンサー付 FFI が規定され

ていない場合、米国財務省規則に基づくスポンサー付

FFI として検証・宣誓の対象となる。この点について、モ

デル 1 国である英国は、FATCA に関する米国との政府

間協定の ANNEX II を改訂し、スポンサー付 FFI の規

定を盛り込むことにより解決しているが、デンマーク、フラ

ンス、ドイツ、イタリア等における協定には、スポンサー

付 FFI の規定がない。最終規則では、今後、米国財務

省及び IRS は、この点に関して影響が及ぼされる各国

政府との協議を受け入れると明記した。 

5. スポンサー事業体の宣誓にて表示されるスポンサ

ー付事業体一覧表 

2019 年 2 月、FATCA 宣誓に係る FAQ 項番 19 が追加

された。当該 FAQ では、スポンサー事業体が宣誓を行

https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/25/2019-05527/chapter-4-regulations-relating-to-verification-and-certification-requirements-for-certain-entities
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う際、宣誓の対象となるスポンサー付 FFI を選択する

が、システム上の問題で選択用のスポンサー付事業体

リストに閉鎖／廃止されたスポンサー付事業体が表示さ

れておらず、その場合の対応について記載されている。

スポンサー事業体は、宣誓の際の対応として、IRS より

後日通知を受け取るまでの間、以下①及び②の対応を

取ることが必要とされている。 

① business description（事業内容説明）のテキスト

ボックスを使用して、宣誓に含められる閉鎖／廃止

されたスポンサー付事業体の名称及び GIIN を記

載する 

② 記録の一部として、宣誓に含まれる閉鎖／廃止さ

れたスポンサー付事業体のリストを維持管理する 

なお、スポンサー事業体は、上記②のリストを要請に応

じて IRS に提出することを義務付けられる可能性があ

る。 

宣誓が適用される閉鎖／廃止されたスポンサー付事業

体の全てが、事業内容説明のテキストボックスの空欄に

収まらない場合、スポンサー事業体は、リストにない追

加の事業体も宣誓に含まれ、また、全てのスポンサー付

事業体のリスト（名称及び GIIN を含む）が要請に応じて

IRS に提出される旨を示す注記を当該テキストボックス

に記載しなければならない。 

おわりに 

現時点において、日本におけるスポンサー事業体の初

回の FATCA 宣誓は、概ね完了しているものと推察され

るものの、2015 年中に FFI に該当した場合の宣誓対象

期間は 2015 年～2018 年となり、宣誓期限が 2019 年

7 月 1 日となることから、該当する場合には準備が必要

となるので留意されたい。本ニュースレターでは、暫定規

則との変更点及び宣誓に関する重要点の概要について

記載しているが、特にスポンサー事業体となる場合に

は、今般公表された最終規則及び関連する FATCA 
FAQ については、内容を確認されることをお勧めする。 
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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 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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