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国際税務 
QI/FATCA/CRS関連情報 
日米租税条約改正にともなう金融機関の留意点 
 
2019年 9月 3日 

2019年 8月 30日、2003年に締結した現行の日米租

税条約を修正する「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日本国政府とアメリ

カ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」（「改正

議定書」）が発効した。1 

改正議定書は、2013年 1月 24日（日本時間 1月 25

日）に署名され、日本では同年 6月に国会で承認されて

いたが、米国側の批准手続が長らく停滞していたもの。

ここでは、その概要と金融機関の注意点を記載する。 

1. 効力発生日 

源泉税： 2019年 11月 1日以後の支払に適用 

その他の租税： 2020年 1月 1日以後に開始する課税

年度より適用 

2. 主要改正点 

(1) 利子 

支払利子に対する源泉税を 10％から 0％へ引き下げ

る。ただし、売上、利益等に連動する一定の利子（いわ

ゆる「contingent interest」及び不動産担保債権又はそ

の他の証券化を行うための事業体の保有持分について

支払う利子は除外されている。 

(2) 配当 

配当に対する源泉税率 0％の適格要件を緩和する。持

分保有割合要件が「50％超」から「50％以上」に緩和さ

れた。また、「12カ月」の保有期間要件を「6カ月」に短縮

された。 

(3) 米国不動産持分（US Real Property Interest; 

USRPI） 

日本居住者の米国不動産売却益に関して、米国法人の

株式が「USRPIであったかどうかの決定」は、改正前の

租税条約においては「譲渡時」となっていた。今回の改

                                                           

1 アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効しまし

た（日本財務省ウェブサイト） 

正では、米国国内法と同様、「5年間遡った期間」で行わ

れることになった。 

(4) 仲裁手続 

納税者により申し立てられえた課税事案が権限のある

当国間の協議（相互協議）によって解決することができな

い場合における仲裁手続の規定を導入する。 

(5) 徴収共助 

国際的な雑税及び租税回避行為に対し、効果的に対処

するため、租税債権の徴収を相互に支援する（徴収共

助）ための規定を、従来の条約の濫用の場合に加え、滞

納租税債権一般にも適用する。 

3. 金融機関の留意点 

今回の改正点の中で、利子所得の源泉税が、租税条約

を適用することにより免除となる。米国源泉の利子を受

け取る場合には、次の点に留意されたい。 

(1) 米国への融資・自己投資 

これまでも、日米租税条約第 11条第 3項（c）の例外規

定により、銀行、証券会社、保険会社、年金基金等が米

国源泉利子の受益者となる場合には、日米租税条約に

基づき、源泉税は 0％であったため、金融機関が米国源

泉利子の受益者となる場合には、今回の改正はあまり

影響はないものと考えられる。 

ただし、米国源泉利子を受領している場合で、何らかの

理由でこれまで 10％の源泉税が適用されている場合に

は、今後非課税とすることができる可能性があるので、

確認いただきたい 

金融機関以外の事業会社、個人等が、利子所得を受領

した場合には、租税条約を適用した場合の源泉税率が

10％であるが、ポートフォリオ利子非課税措置が適用で

きる場合には、これまでも米国国内法により、非課税とさ

れていることから、これまでも租税条約を適用することな

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page24_000004.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190830usa.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190830usa.htm
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く、非課税となっている。ポートフォリオ利子非課税措置

とは、1984年 7月 18日より後に発行され、一定条件を

備えた米国の債券を Portfolio Investment Debt とい

い、この債券に対して支払われる米国源泉利子はポート

フォリオ利子と呼ばれ、米国源泉税は国内法で非課税と

なる。 

1984年 7月 18日より前に発行されたものは、ポートフ

ォリオ利子非課税措置は適用されないことから、そのよ

うな債券等に投資を行っていた場合には、これまでも

30％の源泉税、又は日米租税条約に基づく、10％の軽

減税率が適用される。 

その場合には、2019年 11月 1日以降の支払について

は、租税条約を適用することにより、米国源泉利子につ

いて、非課税とすることができるので、当該支払の前に、

カストディ等の支払者に対して事前に様式W-8BEN, W-

8BEN-E, 又は租税条約表明文書等を提出し、適切な租

税条約の適用を求めることが必要となる。 

(2) 仲介分 

米国証券を仲介する証券会社、信託銀行、アセットマネ

ジメント会社等の多くは、米国内国歳入庁（Internal 

Revenue Service: IRS）と適格仲介人（Qualified 

Intermediary: QI）契約を締結しているが、その場合、ま

ずは、利子所得に対して、10％の税率が適用されている

ケースの有無について確認いただきたい。具体的には、

2018年の様式 1042Sを確認頂き、Income Code 01

で 10％の源泉税率が適用されているものの有無を確認

し、もしあるようであれば、2019年 11月 1日以降の利

子については、改正後の租税条約にもとずく非課税措置

を適用するために、受益者が個人以外の場合には、様

式W-8BEN-E又は租税条約表明文書を入手し、米国

源泉徴収義務者に、様式W-8IMY及びWithholding 

Statementにて連絡することにより、非課税措置が適用

できる。 

これまで、様式 1042Sに関して、Income Code 01, 

Exemption Code 05 （Portfolio interest exempt under 

IRC）にて報告してきた支払については、今後は、租税条

約の適用要件を確認できる場合には、Exemption Code 

04 （Exempt under tax treaty）でも報告は可能なケース

もあるが、租税条約の適用要件の確認等も必要であり、

法人の場合には、租税条約表明文書の取得や期限管理

も必要となることから、基本的には、従来通り、

Exemption Code 05で報告すればよいものと思料す

る。 

おわりに 

デロイト トーマツ税理士法人では、米国税務チームにお

いて、QI, FATCA, CRS等に加え、包括的な米国税務

サービスを提供しており、今回の改正等でご不明な点等

があれば、相談いただきたい。 
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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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