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国際税務  
QI/FATCA/CRS 関連情報 
金融商品取引法改正に伴う暗号資産交換業者の FATCA、 
CRS 対応の必要性 

2020 年 7 月 6 日

2020 年 5 月 1 日、改正資金決済法及び改正金融商品取

引法が施行されたことにより、仮想通貨の呼称が暗号資産へ

と変更されるとともに、暗号資産が金融商品に含まれることと

なった。これによって、暗号資産に関する店頭デリバティブ取引

等を行う暗号資産交換業者は、原則として第一種金融商品

取引業者としての登録が義務付けられることになったが、それと

同時に暗号資産交換業者は外国口座税務コンプライアンス

法（Foreign Account Tax Compliance Act：以下

「FATCA」）、及び共通報告基準（Common Reporting 

Standard：以下「CRS」）への遵守も求められることとなっ

た。今回は、2020 年 5 月 1 日に施行された改正金融商品

取引法に伴う暗号資産交換業者の FATCA 及び CRS 対応

の必要性について簡単に概要を記す。 

1. FATCA 対応について

前述のとおり、改正金融商品取引法の施行により暗号資産

が金融商品に含まれることとなったが、これによって暗号資産

交換業者は FATCA で規定されるカストディ業務を行う外国

金融機関に該当することとなる。 

カストディ業務を行う外国金融機関とは、他者の勘定のために

金融資産の保有及び関連する金融サービス（金融資産の保

管、口座の維持、金融資産の売買等により得る各種手数料

等）に帰属する部分が総収入の 20％以上である米国以外

の国の金融機関を指す。また、収入要件の判定は過去 3 年

間又は存続期間のいずれか短い期間によって行うため、上記

収入要件を満たす暗号資産交換業者は 2020 年 5 月 1 日

の施行日時点から外国金融機関に該当するものと考えられ

る。 

FATCA 上の外国金融機関に該当することとなった暗号資産

交換業者は、顧客の口座開設時に米国人示唆情報の確認

等の FATCA 上の本人確認手続の実施が必要となり、早急

に FATCA 遵守体制を整備する必要があるため留意された

い。 

2. CRS 対応の必要性について

CRS 対応が必要となる金融機関（以下「報告金融機関」）

には金融商品取引法に規定する金融商品取引業者が含ま

れていることから、暗号資産交換業者については CRS 対応が

必要となる可能性がある。 

ただし、暗号資産交換業者は 2020 年 5 月 1 日から直ちに

CRS 対応が必要となるわけではなく、連続する 3 事業年度に

おいて、次のいずれかの収入要件を満たすことが報告金融機

関に該当するための条件となる。 

① 総収入金額のうち、信託契約の締結、社債等の振替口

座の開設、金銭又は有価証券の預託にかかる契約に基

づいた、金銭又は有価証券の管理業務から得る収入額

の占める割合が 20％以上であること

② 総収入金額のうち、金融商品取引業及び商品先物取

引業から得る収入額の占める割合が 50％以上であること

上記のいずれかの収入要件を満たした場合、要件を満たした

日から 2 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日の翌日か

ら報告金融機関に該当することとなる。 

収入要件の判定は暗号資産交換業者が金融商品取引業

者となった日から起算すると考えられるため、金融商品取引業

者としての登録を行った暗号資産業者は、登録日からおおむ

ね 5 年間の準備期間が設けられることとなる。具体的にいつ

時点から報告金融機関に該当するのかについては、暗号資産

交換業者の 1 事業年度の期間や登録日を考慮して算定す

る必要がある。 

報告金融機関に該当する場合には、顧客の新規口座開設

時に届出書徴求による税務上の居住地国の確認等の対応

が必要となるため、事前に届出書の準備や口座開設時の事

務手続の変更、システム構築の検討等を含めて準備を始める

必要があるため留意されたい。 

おわりに 

金融商品取引法の改正により、暗号資産交換業者は少なく

とも FATCA については早急に対応を進めていく必要があると

考えられる。デロイト トーマツ税理士法人は、FATCA で制定が

求められるコンプライアンスプログラム構築に関するサポートや、

年次報告の代理作成及び報告代行、各種米国様式書類の
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和訳提供など、FATCA に関する様々なサービスを提供してい

る。 

また、CRS については喫緊の対応は不要ではあるが、報告金

融機関に該当するかどうかの判定に関する助言や、報告金融

機関として業務を行うための各種書式や規定類提供を含めた

包括的なサービスを提供している。 

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ほか、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。 
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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 

 

お問い合わせ 

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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