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IRS：新たに11の税務調査キャンペーンを開始
11月3日、IRSの 大規模事業者・国際（LB&I）部門は、新たに11の税務調査キャ
ンペーンを開始することを発表しました。同部門では、本年１月に13の税務調査
キャンペーンを開始し、特定の税務上のリスクに焦点をあてた税務調査プログラ
ムを実施してきました。これは、コンプライアンス・リスクの高い申告書を的確に
抽出し、
税務調査の効率化を図ることを目的としたものです。
今回追加された11のキャンペーンの対象は、LB&I部門のデータ解析結果および
調査官の意見に基づき選定されています。

国際関連
（個人）
：
1. スイスの銀行口座：2013年に開始された司法省によるスイス銀行プログラ
ムにより、スイスの金融機関が刑事罰の免除と引き換えに提供する米国居住
者口座情報に基づき税務調査等を実施する。

2. 外国勤労所得控除：外国勤労所得控除及び外国住宅手当控除を受けてる納

税者のうち、これらの控除の要件を満たしていない可能性がある者について
税務調査等を実施する。

3. 支払調書に基づく源泉税額：様式1040NR（非居住外

11.経済開発インセンティブ：州・地方政府から与えられる

4. 外国税額控除：様式1116（外国税額控除計算書）上で

IRSでは、将来的にキャンペーンによる税務調査を全体の税
務調査数の50%に引き上げることを目標としており、今後も

国人用連邦個人所得税申告書）上で納付済み税額とし
て申請されている様式1042-S（非居住者の米国源泉
所得に関する支払調書）に基づく源泉税額を税務調査
等を通じて確認する。
申請されている連邦個人所得税法上の外国税額控除
の制限枠の計算は複雑で多くのエラーが見られるた
め、
集中的な税務調査等を実施する。

国際関連
（法人）
：
5. 各種源泉税・源泉徴収税額：様式1120-F（外国法人

用連邦法人税申告書）上で還付申請されている様式
1042、1042-S、8804、8805、8288、8288-Aに基
づく各種源泉税・源泉徴収税額が実際に源泉徴収義務
者により納付されていることを税務調査等により確認
する。

6. 直接税額控除：外国税額控除制限枠に余裕額がある内

国法人の直接税額控除について税務調査等を通じて確
認する。将来的には、キャンペーンの対象を間接税額控
除に拡大する。

7. 支配下外国法人からのローン：米国法人が支配下外国
法人（CFC）から借り入れを行った場合、当該借入額が
見なし配当となるが、キャッシュ・プーリングの利用やそ
の他の手法で実際に見なし配当として申告していない
ケースが見られるため、
税務調査等により確認する。

事業者関連：
8. 農薬保管税額控除：農薬を盗難等から守り、安全に保
管するための適格コストの30%の税額控除が年間200

万ドルを上限に認められているが、対象となるコストの
適格性を税務調査等により確認する。

9. 債務免除益の繰り延べ：リーマン・ショック後の特別措
置により、2009年および2010年中に発生した債務免
除益は、2014年から５年間で分割して認識することが

できるが、繰り延べられた債務免除益が実際に申告され
ているかを税務調査等により確認する。また、
リマインド
の通知書
（ソフトレター）
の送付を検討する。

10.省エネ商業ビル：省エネ商業ビルの所有者もしくは賃

借人は、省エネ設備の一括償却が認められるが、その要
件が満たされていることを税務調査等により確認する。
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各種企業誘致インセンティブを株主以外からの出資と
して取り扱ったり、益金不算入としているケースや、損金
の減額処理をしていないケースがあるため、税務調査
等で確認する。

キャンペーン対象項目の追加が見込まれます。

以下の通り
なお、
既に実施されている13のキャンペーンは、
です。
ªª エネルギー税額控除
ªª 放送関連事業者による内国生産活動特別控除
ªª 小規模キャプティブ保険会社
ªª 関連者間取引
ªª 繰延変額年金引当金および生命保険引当金
ªª 通常所得や短期キャピタル・ゲインを長期キャピタル・ゲ
インに変換するバスケット取引
ªª 土地開発における完成工事基準の適用
ªª 改正前のルール下の税務調査によるパートナーシップへ
の更正に基づくパートナーへの追徴
ªª Sコーポレーションの株主による投資簿価を超えた損失の
認識
ªª 外国自主開示プログラムへの参加を申請しながら、途中
で取り下げた納税者の追跡
ªª 外国子会社からの非課税での資金還流取引
の提出漏れ
（様式1120-F）
ªª 外国法人用法人税申告書
ªª 外資系のディストリビューター

ニュージャージー州租税裁判所：リミテッド・
パートナーの申告義務を認定
ニュージャージー州租税裁判所は、ニュージャージー州内で
事業活動を行っているパート ナーシップにリミテッド・パー
トナーとして参 加していた州外の法人について、州法人事
業税の申告義務を認定する判決を下しました（Preserve II,

Inc. v. Director, Div. of Taxation, Dkt. No. 0109212013）。

Preserve II, Inc.（以下「Preserve II」）は、住宅建築会社
PulteGroup, Inc.（以下「PulteGroup」）の 子 会 社 で あ
り、
PulteGroupの他の子会社2社をジェネラル・パートナー

としたパートナーシップにリミテッド・パートナーとして参加
していました。

ニュージャージー州税法上、州内で事業活動を行っている
パートナーシップにリミテッド・パートナーとして参加してい
ることのみを理由に州法人事業税の申告義務を認定される
ことはないとの規定が存在するため、Preserve IIは、これら
のパートナーシップの持分所得を州法人事業税法上申告し
ていませんでした。
今回の判決によれば、裁判所は、Preserve II、ジェネラル・
パートナー 2社、投資先のパートナーシップ2社が一体と
なってニュージャージー州内で住宅建築事業を展開してお
り、Preserve IIも実質的なジェネラル・パートナーとして州
法人事業税法上パートナーシップの持分所得を申告しなけ
ればならないと認定しました。また、Preserve IIは実質的に
ジェネラル・パートナーとして機能していたため、投資会社
としての特例も適用されないとの判断を示しましたが、悪意
はなかったとしてペナルティーは免除しています。

Preserve IIは、判決を不服として、直ちに控訴を申し立てて
います。
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メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、
上記ニュースレター、
専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジンにて配信してお
ります。

@EY_TaxJapan

最新の税務情報を配信しています。

メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、
以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、
メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、
「個人情報の取扱い」
についてご同意いただく必要がございます。

ニュースレター全般に関するご質問・ご意
見等がございましたら、下記までお問い合
わせください。

EY税理士法人
ブランド、
マーケティング アンド コミュニケーション部

tax.marketing@jp.ey.com
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