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ルール 802 及び日本における株式対価を伴

う経営統合取引への米国証券法制の適用 
（参考和訳） 

2022 年 5 月  |  クライアント・アップデート 

1933 年米国連邦証券法（その後の改正を含みます。以下、「米国

証券法」といいます。）のルール 802 は、海外民間発行体

（Foreign Private Issuer。以下、「FPI」といいます。）1による有価

証券の発行を伴う一定のエクスチェンジ・オファー（exchange 

offers）及び経営統合取引についての米国証券法上の登録義務か

らの免除規定を定めています。本クライアント・アップデートは、ル

ール 802 及び米国証券法が日本における合併、株式交換・株式

移転及びこれらと同種の株式交付型の経営統合取引にどのように

適用されるかについて論じるものです2。  

I. 経営統合取引にかかる規制 

A. 登録義務 

米国証券法第 5 条は、免除規定の適用がある場合を除き、有価証券のあらゆるオファー（offer）又は販売（

sale）についての米国証券取引委員会（SEC）への登録を義務付けています。また、同法ルール 145(a)上、株

主が当該取引の承認について議決権を行使する場合その他当該取引に関して投資判断が求められる場合3に

は、合併及び証券の交換（exchange of securities）を伴うその他の取引も上記のオファー又は販売に含まれる

と定められています。 

また、米国証券法第 5 条は、米国外企業による米国外での有価証券のオファー及び販売をとりたてて適用除

外とはしていません。しかし、こうしたオファー及び販売が、最低限の米国との関連性を有していない場合、SEC

は、当該オファー及び販売を同条に基づいて規制する権限を有しないこととなります。この「米国との関連性」と

いう同条件は、当該取引が「米国管轄に服することとなる手段（U.S. jurisdictional means）」の利用を伴う場合

に満たされます。日本国内の上場企業間で行われる合併又はそれに類する株式交付型の取引においては多く

の場合、当該「米国管轄に服することとなる手段」の利用は不可避であるため、当該取引は、米国証券法第 5

条の対象とするのが通常です。 

                                                           
1 「海外民間発行体」とは、一切の海外発行体（外国政府を除きます。）のことをいいます。ただし、直近に終了した四半期会計期間に先立つ直

前四半期会計期間の最終営業日現在において、以下の事由に該当する発行体を除きます：（ⅰ） その発行済議決権付証券の 50%超が、その

名簿上、直接的又は間接的に米国居住者によって保有されており、かつ、（ⅱ） (x) 当該発行体の役員もしくは取締役の過半数が米国国民もし

くは米国居住者である場合、(y) 当該発行体の資産の 50%超が米国内に存在する場合、又は(z) 当該発行体の事業が主として米国において菅

理されている場合（米国証券法ルール 405 及び 1934 年米国証券取引所法（その後の修正を含み、以下、「米国取引所法」といいます。）ルー

ル 3b-4 をご参照下さい。）。大半の日本の上場企業は FPI に該当します。 

2 本クライアント・アップデートにおいては、ライツ・オファリング、エクスチェンジ・オファー及び公開買付けを検討の対象としていません。これら

の事項その他のトピックに関するデービス・ポークのクライアント・アップデート（参考和訳を含みます。）については、当事務所東京オフィスのウ

ェブサイト（davispolk.com/capabilities/region/japan/insights）の右下にある「Related Insights」をご参照下さい。 

3 たとえば、公開買付け（対価が株式である場合）における応募、合併を承認する議決権行使又は反対株主による株式買取請求権の行使等

の判断が含まれます。 
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一方で、金銭対価型の経営統合取引（金銭を対価とする公開買付け等）は、米国証券法第 5 条に基づく SEC

への登録義務の対象となりません。これは、同条は有価証券のオファー及び販売を規制するものであり、金銭

による有価証券の取得に係るオファーを規制するものではないことに基づきます。  

1. 登録義務が発生する可能性のある取引  

日本国内における経営統合取引のうち、以下に掲げる取引は、有価証券の交付を伴う取引に該当し、米国証

券法第 5 条に基づく SEC への登録義務の対象となる可能性があります。以下、本クライアント・アップデートで

は、このような取引を「株式対価取引」と総称します。 

─ 吸収合併  ある会社が他の会社に吸収される取引であり、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式が

オファーされます。 

─ 新設合併  複数の会社が合併により新会社を設立する取引であり、消滅会社の株主に対して、新設会社

の株式がオファーされます。 

─ 共同株式移転 複数の会社（以下、「統合当事会社」といいます。）がその発行済株式の全部を新たに設立

する持株会社に取得させる取引です。統合当事会社の株主に対して、新設持株会社の株式がオファーされ

ます。 

─ （単独）株式移転  ある会社（以下、「株式移転完全子会社」といいます。）がその発行済株式の全部を新た

に設立する持株会社に取得させる取引です。株式移転完全子会社の株主に対して、新設持株会社の株式

がオファーされます。 

─ 株式交換  ある会社がその発行済株式の全部を株式交換により他の会社に取得させる取引です。対象会

社の株主に対して、買収会社株式がオファーされます。 

─ スピンオフ4  ある会社が、その株主に対して、既存の子会社又は新規分割事業に係る持分の 100%を交

付する取引です（既存の子会社の場合は「株式分配によるスピンオフ」、新規分割事業の場合は「分割型分

割によるスピンオフ」5といいます。）。 

─ 株式交付6  ある会社が他の会社の株式を取得して、その会社を法定の子会社とし（買収会社が取引後の

対象会社の発行済議決権の 50％以上を保有し）、買収会社株式を対象会社の株主に対価として交付する

取引です。 

本クライアント・アップデートにおいては、以下の会社を「買収会社」と呼称します。  

─ 吸収合併取引における存続会社 

─ 新設合併取引における消滅会社 

─ 共同又は単独株式移転取引における新設持株会社並びに統合当事会社もしくは株式移転完全子会社 

─ 株式交換取引における買収会社（株式交換完全親会社）  

また、以下の会社を「対象会社」と呼称します。 

─ 合併取引における消滅会社 

─ 共同又は単独株式移転取引における統合当事会社及び株式移転完全子会社 

─ 株式交換又は株式交付における対象会社 

                                                           
4 従前は、日本法上の税制に基づく不利益な取扱いにより、会社分割及び現物配当としてストラクチャーされたスピンオフを実行することは実

務上困難であったと理解しています。しかし、日本における 2017 年 3 月の税制改正により、スピンオフ取引が一定の要件を満たす場合には、

親会社及びその株主が当該税務上の不利益を回避することが可能となり、このようなストラクチャーによる取引を採用する日本企業も出現して

いると認識しています。 

5スピンオフ取引が親会社による有価証券の「販売（sale）」とみなされる場合には、一般的には、スピンオフされる子会社の有価証券の交付

に際して、SEC への登録を行うか又は米国証券法に基づく登録義務の免除規定を満たす必要があります。しかしながら、SEC スタッフは、当

該取引に関するガイダンスを公表しており、一定の条件（親会社が、その株主及び流通マーケットに対して、当該スピンオフ及び新たにスピンオ

フされる事業体についての「適切な情報」を提供することを含みます。）を満たす場合には、当該スピンオフ取引は証券の販売には該当しないと

しています。当職らは、スピンオフ取引を行う日本企業に対して、SEC ガイダンスの遵守に関するアドバイスを行っており、ご要望に応じて、同ト

ピックに関するより詳細な情報をご提供いたします。 

6 2021 年 3 月施行の会社法改正により導入されました。 



 

davispolk.com    © 2022 Davis Polk & Wardwell LLP 3 
 

新設合併又は共同株式移転もしくは単独株式移転における消滅会社又は統合当事会社もしくは株式移転完全

子会社は、買収会社及び対象会社の双方に該当するとみなされます。 

2. 登録義務の対象とならない取引 

日本国内における以下に記載の経営統合取引は、金銭のみを対価とする取引であり、一般的には米国証券法

第 5 条に基づく SEC への登録義務の対象にはなりません7。本クライアント・アップデートにおいては、これらの

取引を「金銭対価取引」と呼称します。以下、典型的な金銭対価取引のストラクチャーの内容及び当該取引が、

SEC の登録義務の対象にはならないと考えられる一般的根拠について、概説します。 

─ 金銭対価の公開買付け  他の会社の株式を、金銭を対価とする公開買付けを通じて取得する取引8であり

、米国証券法第 5 条が定める有価証券の「オファー」又は「販売」に該当しません。 

─ 金銭対価の組織再編取引  金銭を対価とする合併や株式交換の場合、対象会社の株主に対して、買収会

社の株式ではなく金銭を交付することになるため、米国証券法第 5 条が定める有価証券の「オファー」又は

「販売」に該当しません。 

─ 全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化取引  段階的な資本再編取引であり、「償還可能株式手

法」と呼ばれることもあります。この方法は、下記のスクイーズアウトの手法が利用可能となったことにより、

利用される頻度が少なくなったものと理解しています。  

─ 強制的スクイーズアウト9  2 段階式の金銭対価公開買付けの第 2 ステップとして、対象会社株式の総議

決権の 90%10以上を（直接又は 1 社もしくは複数の完全子会社を通じて）保有する株主が、「特別支配株

主」として、対象会社取締役会への通知及び当該取締役会からの承認をもって、少数株主が保有する残り

の対象会社株式を金銭を対価として強制的に取得できるとするものです（法律に基づく条件付きのコールオ

プション）。当該取引は、米国証券法第 5 条が定める有価証券の「オファー」又は「販売」に該当しません。 

─ 株式併合  米国証券法ルール 145(a)(c)上、一般株主が端数株式と引き換えに金銭のみを受領する株式

併合は、有価証券の「オファー」又は「販売」に通常該当しません。 

B. SEC 登録の帰結 

米国証券法に基づく株式対価取引の SEC への登録は、米国でも上場している日本の上場企業にとっては対

応可能な選択肢であるかもしれません。現状 SEC 登録会社でない企業にとっては、株式対価取引の SEC へ

の登録により、フォーム F-4 による登録届出書を SEC にファイルしたり、SEC 登録会社として継続開示義務を

負う必要があることなど、幾つかの重要な帰結が生じることになります。より詳細な情報については、当事務所

のクライアント・アップデート「米国証券法フォーム F-4 における経営統合取引の登録（参考和訳）」（Form F-4 

Registration of Japanese Business Combinations with the U.S. SEC under the U.S. Securities Act）をご

参照ください。 

                                                           
7 金銭対価取引は、一般的には SEC に登録する必要はないものの、対象会社に米国居住株主が存在する場合、一般的な米国証券法令

（有価証券の購入及び販売に関する株価操作、詐欺及び誤解を生じさせる記載及び欠缺を禁止する米国の連邦及び各州の詐欺防止法、米国

のテンダーオファー規制その他の規則を含みます。）の適用対象となります。 

8日本法に基づく税務上の不利益な取り扱いにより、これまでのところ、日本企業による経営統合取引を自社株対価の公開買付けにより行う

ことは実務上不可能であると理解しています。しかしながら、日本の会社法の 2015 年の改正（総議決権の 90％以上を保有する株主によるス

クイーズアウトを可能としたもの）及び 2018 年 7 月に施行された産業競争力強化法の改正（経済産業省から組織再編計画に対して事前の承

認を取得することを条件として、買収会社における税務上の不利益な取り扱いを回避することが可能となったもの）を受けて、自社株対価の公

開買付けを通じて日本企業の経営統合取引を行うことの利点について、日本の法曹界において既に議論が始まっていると理解しています。さ

らに、一部には、自社株対価の公開買付け（上記の経済産業省からの承認を得たもの）は、公開買付けの勧誘対象から米国株主が除外される

場合には、フォーム F-4 による SEC への登録の対象とならない可能性があるという意見もあります。ただし、当職らは、現時点においては、同

改正後のルールに基づき実施された取引事例がないことから、こうした議論は推測の域を出ていないと考えています。 

9 2015 年 5 月に施行された日本の会社法の改正により導入された制度です。 

10 2019 年 7 月に施行された日本の会社法の追加の改正により、対象会社議決権の 3 分の 2 しか保有していない株主（又はコンソーシアムを

形成する株主のグループ）であっても、追加的条件を満たせば少数株主に対するスクイーズアウトを実施することができるとする新たなアプロ

ーチも提供されました。当該追加的条件とは、（ⅰ）単一の買収会社が発行済議決権の少なくとも 50％を保有すること、（ⅱ） 当該取引の実行によ

り買収会社の事業が今後 3～5 年間は確実に改善することとなる旨を記載した事業更生計画を提示し、担当省庁から承認を得ること、及び（ⅲ）

少数株主に対して交付される対価が財務的見地から公正である旨の報告書を買収会社が担当省庁に提出することです。 
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II. ルール 802 に基づく免除 
ルール 802 は、以下の事項に関する要件を満たす経営統合取引については、米国証券法第 5 条の登録義務

を免除しています。  

─ 米国保有についての制限 

─ 米国株主の平等的な取扱い 

─ 情報提供文書 

─ レジェンド11 

A. 米国保有についての制限 

ルール 802 は、米国保有者が発行済株式総数の 10%超12を保有していない場合に限り、株式対価取引におい

て利用可能です。当事務所は通常、米国保有者を特定する際には専門のサービス業者の支援を受けるよう各

企業に助言しています。SEC ルールは、企業がこのようなサービス業者を採用することを義務付けてはいませ

んが、これを行わなかった場合、SEC は、ルール 802 に依拠することを企図した企業の判断に際し、否定的な

要素として考慮する可能性があり、その後の判断において、米国保有者数が 10%の基準を超過していると判

断する可能性があります。 

米国保有者保有率は、以下のとおり判定されます13。  

─ 計算基準日 保有率は、一般に、株式対価取引の公表前 60 日以降（場合により 120 日以降）かつ公表後

30 日以前の 90 日間の期間におけるある日付14において計算される必要があります。 

─ 米国保有者の判定 保有率は、（i）米国保有者が保有する対象有価証券の株式数（分子）の、（ii）対象有価

証券の発行済株式総数（分母）に対する割合（百分率）により計算されます。買収会社又は対象会社が保有

する株式は、分子及び分母から除かれます。 

株式対価取引の当事者が例外的な理由によりルックスルー分析を行うことができないような限定的な場合に

は、ルール 802 は、代替的な「1 日当たり平均取引量」テストに基づいて行う判定を認めています。   

ルール 802 の目的上、「米国保有者」とは、米国に居住している有価証券保有者をいい、一般に米国内で組織

又は設立された団体を含みます。ルール 802 は、当該免除規定に依拠するエンティティに対し、米国保有者に

よる実質保有を判定するために、名簿上の保有者に問い合わせ、また公的な実質保有者の届出を確認するこ

とを義務付けています。   

米国保有者についてのかかる制限は、一般に以下のように株式対価取引に適用されます15。 

─ 吸収合併 米国保有者が、消滅会社の株式の 10%超を保有してはいけません。 

─ 新設合併 米国保有者が、新設される会社の 10%超（当該取引が完結し経営統合したものと仮定してプロ

フォーマにより算出されます。）を保有してはいけません。 

                                                           
11 留意事項：（i）ルール 802 は、1940 年米国投資会社法（その後の改正を含みます。）に基づく登録が義務付けられている投資会社について

は利用できません。（ii）形式的にはルール 802 の免除規定を満たす取引又は一連の取引であっても、当該取引又は一連の取引が専ら登録を

回避するためのスキームである場合には、登録義務に服することになります。（iii）ルール 802 は、有価証券の発行体を免除するものであって、

当該発行体の関連会社や、当該発行体の有価証券の再販売を行うその他の者を免除するものではありません。 

12 いずれの場合においても、当該保有比率は、株式交換取引の対象となっている種類の株式に対する比率を指します。 

13 上述のとおり、米国保有者の比率の計算方法は複雑なため、当事務所は通常、企業が米国保有者を特定する際には専門のサービス業者

を採用するよう助言しています。このトピックに関するより詳細な情報は、ご要望に応じてご提供いたします。 

14ルール 802 の 2008 年の改正に関する採択リリースでは、「公表」（public announcement）とは、買い手又はそのために行動するものによ

る、口頭又は書面によるあらゆるコミュニケーションで、公衆又は証券保有者一般に取引を伝えるよう合理的に企図されたものか又は伝える効

果を持つもの、とされています。https://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8957.pdf をご参照下さい。あるコミュニケーションが「公表」としてみ

なされるために、交換比率及び確定したストラクチャ―を記載しなければならいないといった要件はありません。 

15 株式交付は上場企業を対象会社とする買収に関して未だ利用されておらず、株式交付における米国人保有者の計算は、取引のストラクチ

ャーや事実関係に基づき慎重に分析する必要があることにご留意下さい。 
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─ 共同株式移転 統合当事会社の米国保有者が、持株会社の株式の 10%超（当該取引が完結し経営統合し

たものと仮定してプロフォーマ・ベースで算出されます。）を保有してはいけません16。 

─ 単独株式移転 米国保有者が、株式移転完全子会社の株式の 10%超を保有してはいけません。  

─ 株式交換 米国保有者が、対象会社の株式の 10%超を保有してはいけません。 

B. 米国保有者の平等的な取扱い 

対象会社の有価証券の米国保有者が当該有価証券の他の保有者と少なくとも同等の条件により株式対価取

引への参加が認められる場合にのみ、ルール 802 を利用することができます。理論上は、米国保有者に対し

提供される金銭が米国保有者以外の保有者に対し提供される対価の価値と実質的に同等であると買収会社が

信じる合理的な理由がある場合には、買収会社が米国保有者以外の保有者に対し有価証券を提供する一方

で米国保有者に対し金銭を提供することも、ルール 802 に基づく「平等的な取扱い」として許容されて然るべき

です。しかしながら、上述のとおり、当職らは、このようなことを行おうとした株式対価取引を認識しておらず、ま

た日本法カウンセルからは、株式対価取引における買収会社が、日本の上場企業の株主の一部に対して有価

証券を提供しつつ、その他の株主に対し金銭を提供することはできないとの助言を受けています。  

C. 情報提供にかかる文書 

ルール 802 は、情報提供文書に関する要件を含んでいます。「情報提供文書」(informational document)という

用語は、ルール 802 では定義されていないものの、一般に、買収会社又は対象会社が株式対価取引に関し対

象有価証券の保有者に対し出版その他の方法で配布されるあらゆる文書（又はそれらに対する修正）を含むも

のと解釈されます17。また、株式対価取引には言及していないものの、対象となる有価証券の保有者が行う議決

権行使の判断に関連する決算発表のような文書も含まれる可能性があります。 

ルール 802 は、情報提供文書のファイリング及び交付に関して次のような要件を規定しています。 

─ EDGARによる電子的提出 情報提供文書は、SEC の電子的データ収集分析検索システム（以下、

「EDGAR」といいます。）を介して電子的にフォーム CB の表紙を付して SEC に提出されなければいけませ

ん。提出は出版又は配布後の翌営業日迄に行わければいけません18。フォーム CB には、当該取引に関連

して買収会社もしくは対象会社により日本の法令に従って公表することが求められている、又は、公表され

ている報告もしくは情報について、その英訳（又は許容される場合には、英語による要約）を記載する必要

があります。 

─ フォーム CBの提出 フォーム CB の提出に関しては、以下の点に留意すべきです。 

 フォーム CB は、情報提供文書の英訳（又は許容される場合には、英語による要約）を添付する表紙で

す。フォーム CB を提出する際、手数料は必要ありません。 

 どちらの会社が情報文書を実際に配布又は公表するかに関わらず、買収会社となる当事者が、当該情

報提供文書を提出する必要があります。 

 フォーム CB を提出するために、（買収会社又は対象会社の双方とも）EDGAR コードをあらかじめ取得

する必要があります19。 

 完全な英訳ではない要約は、公表はされるものの、対象となる有価証券の保有者に対して出版又はそ

の他の方法により提供されることのない一定の文書について許容される場合があります。 

                                                           
16 ルール 802 では、承継登録者によって有価証券が発行される経営統合取引の場合、経営統合の完了直後に算定されるものとして、米国

保有者は、承継登録者のその種類の有価証券の 10%超の保有はできないと規定しています。SEC は「承継登録者」という語句を、共同株式

移転で創設された持株会社のように経営統合取引の目的において設立された新会社を意味すると解釈しています。 

17 このような情報提供文書の例として、公開買付説明書、有価証券報告書（有価証券が対価となっている場合）及び株主総会を開催する各

会社の株主総会招集通知書（株式交換又は株式移転のストラクチャ―を用いる場合）が挙げられます。 

18米国東部標準時間の午後 5 時 30 分よりも後に行われたコミュニケーションは翌営業日に行われたとみなされるため、一定の場合には、

SEC のルールを遵守する際のロジスティクス上の負担を軽減するため、取引に関連するプレスリリースや従業員への通知等は、米国東部標

準時間の午後 5 時 30 分よりも後に行うことが望ましいと考えられます。 

19 米国法カウンセルは、個々の会社からの委任状に基づき、かかるコードを取得することができます。 
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 フォーム CB の表紙が付された情報提供文書は、SEC に対して提供される（furnish）ものであって、ファ

イルされる（file）ものではありません。それゆえ、提出会社が米国取引所法第 18 条20に基づく潜在的責

任を負うことはありません。フォーム CB の提出は、米国証券法に基づく登録を構成せず、また、買収会

社が米国取引法上の報告義務を負うことにもなりません。 

 同等の方法による米国保有者への配布 情報提供文書は、日本において有価証券保有者に提供され

るのと同等の方法で、英語により米国保有者に対しても配布されなければいけません21。 

 米国保有者への告知が合理的に企図された公表 情報提供文書が日本において公表することにより配

布される場合には、当該文書は、米国においても米国保有者に対し当該取引を告知することが合理的

に企図された方法により公表されなければいけません。 

 情報提供文書におけるレジェンド 米国保有者に対して公表又は配布される情報提供文書（フォーム

CB の表紙を付して提供される文書を含みます。）の表紙その他の目立つ箇所に、レジェンド（注意書き）

を記載しなければいけません。レジェンドのサンプルについては、添付書類 A をご参照ください。 

D. 訴状受領送達代理人 

最初にフォーム CB が提出される際に、フォーム F-X を EDGAR を通じて SEC に提出しなければいけません

（ただし、以降フォーム CB を提出する際には、通常フォーム F-X は提出しません）。フォーム F-X の提出に関し

て、手数料は発生しません。 

買収会社は、フォーム F-X において、米国裁判所を管轄裁判所として、米国内における訴状受領代理人を選任

します。かかる選任は、通常、対応するフォーム CB の最終訂正日から少なくとも 6 年間は維持されなければい

けません。提出会社の米国子会社又は専門のサービス業者が、通常フォーム F-X の訴状受領代理人として選

任されます。   

III. 実務上の留意点 
下記は、日本における合併、株式交換又は同種の株式対価型の経営統合取引を計画する場合における、米国

証券法令の観点からの実務上の留意点を列挙したものです。 

─ 取引発表の前に余裕をもってルール 802の利用可能性の確認に関する問題を十分に検討すること。 株式

対価取引にかかる発表の 60 日前における株主名簿を利用できる場合（又は、60 日前までに利用ができな

い場合には、120 日前に株主名簿を利用できる場合）には、取引当事者は発表前に、米国の保有者数とい

う観点からルール 802 の利用可能性を確認できることが多いです。その他の場合には、取引当事者は、

（ⅰ）発表前（この場合には、ある取引が進行中であることを市場に悟らせてしまう可能性があります。）又は

（ⅱ）発表後に（この場合には、SEC への登録が義務付けられるかどうか又はルール 802 による免除が利

用可能かどうかについて判明するまで発表後しばらく時間を要するため、問題が生じる可能性がありま

す。）、証券保管振替機構に特別な依頼をして、個別に名簿を入手しなければならない場合もあります。その

他の場合には、当該取引が登録されるか又は免除されるかに関わらず、取引に関する情報を SEC に提供

する義務は発表時に発生するのが大半であるため、進め方についての支援を得るために、当該発表に十

分に先立って米国法カウンセルにご連絡下さい。 

─ 米国保有者の人数を確認するための支援のアレンジ。 米国保有者の確認のために専門のサービス業者

を採用することを検討します｡SEC ルールは、会社がこれらの専門家を採用することを義務付けてはいませ

ん。しかし、SEC は、ルール 802 に依拠することを意図しながら結局米国保有者が 10%の基準を超えてい

ると判断することになった会社に対して、専門家を採用しなかったことを否定的な要因と考える可能性があり

ます。 

─ コンティンジェンシープランを作成すること。 ルール 802 が適用できないことが判明した場合には､当該取

引のストラクチャーを変更するか、又は米国証券法に従って当該取引を登録するかのいずれかを決定する

                                                           
20 米国取引所法に基づいて SEC にファイルされた文書に虚偽又は誤解を生じさせる記述があった場合、被告が善意により行動し、かつ当

該記述が虚偽又は誤解を生じさせるものであったことを知らなかった旨を立証しない限り、生じた一定の損害に対して発生する賠償責任につい

て、被告は第 18 条に基づく法的責任を問われる可能性があります。なお、以下に記すとおり、フォーム CB の表紙を付した情報提供文書の提

出は、米国の連邦及び各州の詐欺防止法の対象となります。 

21 日本で公開された文書は、すべて同等の方法で米国において公開される必要があります。 
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必要があります。もし、SEC への登録が現実的な選択肢であるならば、それは当該取引のスケジュールに

多大な影響を与える可能性が高く、相当の追加的計画、費用及び労力を必要とすることになります。 

─ コミュニケーションの日時及び内容を決定すること。 取引に関するコミュニケーションについて事前に計画

することが重要です。ルール 802 の免除規定に依拠する予定であり、かつ文書を公表により配布する場合

には、ウォール･ストリート･ジャーナルなどの米国の出版物にスペースを確保し、また活字組み、メディア及

び制作業務をコーディネートする広告会社を採用するためのアレンジが必要となります。 

─ 提出のために印刷業者の支援をアレンジすること。 ルール 802 の免除規定に依拠する予定である場合に

は、情報提供文書を EDGAR のフォーマットに変換し、それを電子的にフォーム CB によって提出するため

に、金融専門印刷業者に依頼する必要があります。状況によって、翻訳者も必要となる可能性もあり、

EDGAR コードも事前に取得しなければならない可能性もあります。米国法カウンセルは、金融専門印刷業

者や翻訳者の紹介、また EDGAR コードの取得について支援することが可能で、また、必要に応じて文書を

EDGAR 用に変換 （EDGARizing） することも可能です。 

─ 訴状受領代理人を手配すること。 ルール 802 による免除規定に依拠する予定である場合には、フォーム

F-X の提出前に、訴状受領代理人を手配する必要があります。同代理人は、取引当事者の米国関連会社

又は専門のサービス業者でもかまいません。米国法カウンセルは専門のサービス業者をご紹介することが

可能です。 

 

 

以上の事項についてご質問、ご意見がありましたら、以下の担当者にご連絡ください。 
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添付書類 A 

情報文書のレジェンド例 

以下のレジェンドの例は、あくまで参考例です（取引の内容に応じて修正が必要となります）。 

 

「買収会社及び対象会社は日本企業です。株式対価取引案及びそれに関連する株主

による議決権行使に関して配布される情報は、米国の開示要件とは異なる日本の開示

要件の適用を受けます。本文書に含まれる財務諸表及び財務情報は、日本の会計基

準に従い作成したものであり、米国の会社の財務諸表又は財務情報と同等のものでは

ない場合があります。 

これらの会社は日本に所在し、全ての役員及び取締役は日本の居住者であるため、当

該株式対価取引に関して米国証券法令に基づいて生じる可能性のある権利及び請求

を執行することは困難な場合があります。これらの会社又はその役員もしくは取締役を

、米国証券法令への違反を理由として日本の裁判所に訴えることはできない可能性が

あります。最後に、これらの会社及びその関連会社に対し、米国裁判所の判決に従わ

せることは困難な場合があります。 

これらの会社は、オファー案の帰趨が未定の間はいつでも、公開市場や相対取引など

、当該株式交換取引以外の方法で対象会社の株式を購入する可能性があることに留

意してください。」 

 

 


