お客様からの居住地国等のご申告・お届出について
経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及
び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有
している金融口座情報を入手するための取組みを進めています。
このような国際的な流れを受け、金融機関では、お客さまとのお取引開始時に、お客
さまが、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」、「お客さまが居住者として租税を
課される国（居住地国）はどこか」について、お客さまからのご申告・お届出により確
認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報
告することが義務付けられています（下表参照）。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
（ご参考）お客さまからのご申告・お届出に関する根拠法令等について
FATCA に基づくご申告

実特法に基づくお届出
(非居住者に係る金融口座の自動交換のための報告制度)
(OECD で作成された「共通報告基準(CRS)」

・外国口座税務コンプライアンス法（米国法）
Foreign Account Tax Compliance
Act＜略称：FATCA＞
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税
根拠法令等 ・
「国際的な税務コンプライアンスの向上及び
法及び地方税法の特例等に関する法律＜略
FATCA 実施の円滑化のための米国財務省
称：実特法＞（国内法）※
と日本当局の間の相互協力及び理解に関す
る声明」
（日米間の取決め）
適用開始日
確認方法

平成２６年７月１日～

平成２９年１月１日～

お客さまからの書面（当金庫所定の様式）によるご申告・お届出および口座開設時にご提
出・ご提示いただく書類により確認させていただきます。
米国の納税義務者等に該当する場合、米国
納税者番号等をご申告いただき、お客さま
の金融口座情報等を米国内国歳入庁へ報告
させていただくことについて、書面により
ご同意いただくことになります。

お届出をいただいた居住地国が国税庁と金融
口座情報の自動的交換に関する租税条約等を
締結している国のうち一定のものに該当する
場合、お客さまの金融口座情報等を国税庁へ
報告させていただくことになります。

金融口座情報
等の報告先

当金庫から米国内国歳入庁へ報告

当金庫から国税庁へ報告
※お客さまの金融口座情報等は、国税庁か
らお客さまの居住地国の税務当局へ提
供されることになります。

ご協力いただ
けない場合の
取扱い

米国内国歳入庁への報告についてご同意い
ただけない場合には、原則として、口座を
開設いただくことができません。

お客さまからの届出書の提出が実特法で義務
づけられており、義務違反の場合にはお客さ
まが罰則の対象となるため、届出書をご提出
いただけない場合、口座を開設いただくこと
ができません。

報告対象に該
当する場合

※ 各国の税務当局が非居住者に係る金融口座情報を金融機関からの報告により取得し、互いに情報提供を行うための「共通報告基
準（CRS）」という国際的な枠組みを実施するために実特法が改正され、必要な規定が整備されました。現在、日本を含む 100
以上の国・地域が共通報告基準に従った情報交換を開始することを表明しています。
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Request for Submission of Self-Certification
As globalization of business transactions continues to expand, in order to address tax evasion and avoidance
through offshore financial accounts, tax administrations of each jurisdiction, including Japan, make efforts to
obtain financial account information that their own taxpayers have in other countries.
Therefore in case of new financial account opening, we are required to conduct additional due diligence to
confirm whether you are a U.S. person (e.g., U.S. taxpayer), as well as where your jurisdiction of residence is.
If you are identified as reportable under international or domestic laws, we are required to periodically report
the information related to your accounts to the tax administrations of each jurisdiction (refer to the following
table).
We sincerely appreciate your understanding and cooperation on this matter.

＜ Information of Self-Certification ＞
Self-Certification based on FATCA

What is the legal
basis？

When was the
system started？
How does the bank
conduct due
diligence？

What if you are
reportable under
FATCA or Act on
Special Provisions？

Where does the
bank report the
information related
to your account？

What if you reject
submission？

・Foreign Account Tax Compliance Act
（FATCA）
・Statement of mutual cooperation and
Understanding between the U.S.
Department of the Treasury and the
Authorities of Japan to Improve
International Tax Compliance and to
Facilitate Implementation of FATCA
July 1st,2014

Self-Certification based on
Act on Special Provisions
・Act on Special Provisions of the
Income Tax Act, the Corporation Tax
Act and the Local Tax Act incidental
to Enforcement of Tax Treaties（Act
on Special Provisions）※

January 1st,2017

We will ask you to fill out the form for that purpose. We will confirm whether the
form is correct with your confirmation documents you present at the time of
opening the account.
If the result of the due diligence shows
that you are reportable under FATCA,
we will ask for your U.S. taxpayer
identification number, as well as your
written consent that the bank reports
the information related to your account
to the IRS.

If the result of the due diligence shows
that you are reportable under the Act
on Special Provisions, we must report
the information related to your
accounts to the district director of the
location of head office of the bank.

The U.S. Internal Revenue Service
（IRS）

National Tax Agency（NTA）
※NTA reports the information
related to your account to the tax
administrations of your
jurisdictions.

If you are unable to give us consent
that the bank reports the information
related to your account to the IRS, we
are unable to provide banking services
to you.

If you are unable to submit
self-certification, we are unable to
provide banking services to you.

※ Act on Special Provisions was amended and necessary provisions have been in place in order to implement

the international framework of “Common Reporting Standard （ CRS ） ” which is the system tax
administrations of each jurisdiction obtain reports of information on financial accounts of non-residents from
financial institutions located in each jurisdiction, and exchange information with each other. As of today,
more than 100 countries, including Japan, have committed to exchange of information with each other under
the CRS.
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