Form F-4によるSEC登録に関する
会計上の留意点

F-4による登録申請手続き（1/5）
使用する登録申請書


Form F-4は、経営統合取引時に発行される証券を米国証券法に基づいてSEC登録するに際して、
日本企業やその他の外国民間発行体（Foreign Private Issuer）が使用する登録申請書



共同または単独株式移転取引において、発行済株式を新設立する持株会社に取得させる取引にも該当する

FPIには、Confidential Filingが認められている


Confidential（非公表）ベースでのSEC事前審査：米企業の登録申請書がSEC提出時点で即時に公表文書となるのに対し、
FPIは非公表ベースでSECの事前審査を受けながら修正を加え、SEC承認後に公表文書とすることができる



Confidentialベースでの申請書提出から30日以内にSECより
初回の審査コメントレター（SEC審査による指摘事項・質問事項を列挙）を受領



コメントレター受領より2週間程度（SEC規定では2週間以内だが延長の交渉可）で
回答レターおよび修正・更新版の申請書類を提出



上記のプロセスを繰り返し（通常は3～4回）、
すべてのSECコメントがクリアされた時点でSEC承認（登録申請書の効力発効）に至る



これらプロセスにより、登録申請書提出からSEC承認までは3ヵ月超を要する
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F-4による登録申請手続き（2/5）
財務諸表規定


米国PCAOB基準監査済みの連結財務諸表



財務諸表は、原則過去3年分の事業年度分（貸借対照表は2年分の事業年度分）



使用する会計基準は以下の3択
• 米国会計基準（US GAAP）
• 国際会計基準（IASB準拠のIFRSⓇ基準）
• 本邦基準の連結財務諸表にUS GAAPへの照合表（US GAAP Reconciliation）を添付（税引後利益および純資産への影響を定量的に照合）



登録申請目的の直近監査済み財務諸表の有効期限は、
申請書提出時点で直近期末日から12ヵ月／承認時点で15ヵ月となっている



加えて、直近期末から9ヵ月を超えた時点で直近中間期財務諸表（未監査）の追加が必要となる

申請書前段の記載項目


ビジネスの概要



MD&A（Management Discussion and Analysis）－経営者による財務分析



登録・発行株式の情報・法務関連等
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F-4による登録申請手続き（3/5）
申請書準備・作成時の留意事項


PCAOB基準の独立性の厳格さから、作成に関する監査人の関与は極めて限定的なため、
外部支援者（他の監査法人等）を検討する必要あり



財務諸表のみならず、申請書類前段の財務情報（MD&A等）に関しても外部支援を要するケースが多い

連結財務諸表監査


米国SECへの登録申請に関しては、監査法人により名称は異なるがUS SEC業務に関する社内資格制度と
米国の本部事務所（US National Office）による審査が存在する



US SEC業務有資格者によって新たに組成される監査チームの監査、およびUS National Officeの審査プロセスにおいては、
従前の監査とは異なる厳しい判断がなされることも少なくないことに留意
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F-4による登録申請手続き（4/5）
継続開示


登録完了の会計年度から20-F年次報告書を提出



20-F年次報告書にはUS SOX報告書が必要



FPIの特例により四半期報告は免除



6-Kによる適時開示 – 日本国内のIR開示情報の英訳を適時に開示（四半期含む決算短信、プレスリリース等）

SEC登録廃止


15Fのファイリングの前までに、少なくとも 12ヵ月間継続して報告義務 遵守が必要
（当該期間中に義務付けられるすべての報告書をファイリングまたは提出）



少なくとも1度、20-Fによる年次報告書のファイリングが必要
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F-4による登録申請手続き（5/5）
US SOX 関連


登録廃止を期日内に行えば、SOX対応は回避可能



登録廃止をしない場合、EGCやSmaller Reporting Companyでない場合は登録年度からの適用となるため、登録申請と平行して
ドキュメンテーション等の手当の必要がある



日本の内部統制報告制度との適用範囲の違いについての検証



主要ドキュメントの英文化の検討



監査人によるUS SOX監査（ダイレクト・レポーティング）

FPIの継続開示における特例


四半期報告書の免除。20-Fによる年次報告および6-Kによる適時開示のみ



早期提出会社（accelerated filer）の規定は免除 – 米国企業の年次報告期限は60～75日だが、FPIは4ヵ月
（SOX 404 法について準拠条件は米国内企業と同様、SOX 302／906宣誓については20-F年次報告書にのみ必要）
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