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要点 

特別買収目的会社（SPAC）は、企業の経営者やスポンサーに対し、代替的な株式公開の

方法を提供します。SPACは、非公開の事業会社（「非公開会社」または「ターゲット企業」）

を買収するために、新規株式公開（IPO）を通じた資金調達を行います。株式公開（上場）後

の SPACに買収された非公開会社は、実質的に自社の IPO を実施することなく公開企業

になります。 

SPACとターゲット企業との合併にはいくつかの課題があります。本資料では、財務報告お

よび会計上の検討事項ならびに SPACの合併プロセス、「Super 8-K」による財務報告およ

び SPAC 合併後の継続的な財務報告の要求事項に関して、よくある質問に対する PwC の

回答を取り上げます。 

今後、追加的なガイダンス、財務報告および会計上の検討事項が識別された場合には、随

時、本資料の更新を行う予定です。 

本資料は、Up-SPAC取引および SPAC 合併における特定のアーンアウト条項に関連した

1株当たり利益（EPS）に関する検討事項についてのセクションを追加し、また、取引コスト

の考察を更新するため、2021年 3月 11日に改訂されました。 

本資料は、アーンアウトおよびワラントに関連する追加的なガイダンスを掲載するとともに、

SECスタッフによる最新のガイダンスを反映させるために、2021 年 4 月 27日に更新され

ました。 

SPACは、初期投資者の資金によって設立され、1社以上の不特定の非公開会社を買収

すべく、追加的な資金調達のために IPOを行います。IPOの後、IPOで集めた資金は信託

口座に預託され、SPAC の運営に関する文書の条件に基づき、通常 18カ月から 24カ月

の間にターゲット企業を選定し合併を完了させます（「de-SPAC」取引と呼ばれる）。SPAC
による取得後、非公開会社は公開企業（または公開企業の子会社）となります。SPACが延

長手続を行うことなく一定期間内に合併を完了しない場合には清算を行い、IPOで集めた

資金の残額を株主に払い戻します。IPOで集めた資金は、信託口座に預けた現金残高に

対する受取利息と、ターゲット企業の選定や公開企業としての事業運営に関連して発生す

る費用により変動します。 
SPACの合併には、公開企業として事業を運営するための方針やプロセスの整備（複雑な

会計上の検討事項や、さまざまな財務報告、米国証券取引委員会（SEC）への提出義務な

ど）を含むいくつかの課題があります。 

本資料では、SPAC の合併に関する主要な会計上の論点、SEC のさまざまな報告要求事

項に関するよくある質問、ならびに SPACの合併取引および米国内取引における継続的な

報告要求事項に関するその他の質問を取り上げます。 
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SPACの概要とライフサイクル 

 
SPACのライフサイクルは、SPACの設立およびIPO、SPACによるターゲット企業の選定、そしてSPAC
の合併（de-SPAC）の3つのフェーズに区分されます。経営者は、従来のIPOと同じように、財務報告や

SECファイリングの要求事項について、事前に計画を立て準備しておく必要があります。 

SPACの設立とIPO 

SPACは、名目投下資本（通常、発起人株と呼ばれる）を有する経営者、またはスポンサーによって設立

されます。その後、SPACは、IPOにおいて「ユニット」を発行し、その結果として発行済株式の約80%を

一般株主、約20%を発起人が保有することになります。各ユニットは、普通株式1株と端数のワラントで

構成されます。 

発起人株がSPACの取締役選任の独占的権利を有することを除けば、発起人株と公募株式はおおむね

同じ議決権を有しています。また、通常、ワラント保有者は議決権を有しておらず、ワラントは整数のワラ

ントでのみ権利を行使できます。 

SPACがそのIPOにおいて発行する株式は、Form S-1に登録され、SECスタッフのレビュープロセスの

対象となります。SPACは、IPO後すぐにIPOで集めた資金を反映させた監査済貸借対照表を添付した

Form 8-Kによる臨時報告書（Current Report）を提出することが義務付けられています。SPACは、

Form S-1の（SEC承諾による）有効性に基づき、通常のSEC報告（例えば、Form 10-Q (Quarterly 
Report)、Form 10-K (Annual Report)）に関する要求事項の対象となります。 

IPOで集めた資金は信託口座に預託され、SPACによるターゲット企業選定期間中は利息を稼得しま

す。通常、SPACの事業活動は非常に限定されており、その財務諸表は現金、繰延資産として計上され

る公募費用、株主資本ならびに公開企業としての創業準備活動およびターゲット企業選定期間中の事

業運営に伴う一般管理費で構成されます。 

SPACターゲット企業の選定 

SPACの基本合意書には、通常、ターゲット企業の選定および買収完了のために18～24カ月の期間が

定められています。ターゲット企業の選定後、SPACは、意向表明書の作成およびデューデリジェンスを

完了し、取引ストラクチャーや結合後企業のガバナンスに関する提案を含む合併契約の条件についての

交渉を行います。 

SPACは、合併や普通株式の償還のために追加的な資金調達の確保が必要となる可能性があります。

SPACは、以下を含むさまざまな方法により、合併のための追加資金を確保することが可能です。 

• 私募増資（上場会社による私募増資（PIPE：、private investments in public equities））。通常、スポ

ンサーの関係者または機関投資家による普通株式購入のための先渡契約による。 
• 追加的な公募増資 
• 優先出資 
• 負債による資金調達（SEC登録社債、私募債、タームローン、リボルビング信用枠など） 

合併契約の条件が確定するとSPACは取引を公表し、Form 8-KのItem 1.01「重要な確定契約の締結」

に基づき、合併完了後4営業日以内に臨時報告書（current report）を提出します。 

SPACによる合併（de-SPAC） 

合併に関する株主決議を得るために、SPACはSchedule 14Aに従って委任状説明書（Proxy 
Statement）を作成します。これには以下のような提案も含まれる可能性があります。 

• SPACの定款の改訂 
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• 取締役の選任 
• SPACの登記地の変更 

SPACが、合併取引の一環として有価証券を登録する場合、委任状説明書の代わりに、Form S-4による

委任状説明書を含む登録届出書（Form S-4（委任状説明書を含む））を提出します。委任状説明書また

はForm S-4（委任状説明書を含む）には、以下の追加情報の記載が必要になります。 

• SPACの財務諸表 
• ターゲット企業の財務諸表ならびにその重要な事業買収および持分投資先 
• 合併取引を反映したプロフォーマ財務情報 
• SPACおよびターゲット企業の経営者による財務状態と経営成績の検討と分析（MD&A） 
• SPACおよびターゲット企業の1株当たり比較財務情報 
• リスク要因 
• 合併の背景 
• ターゲット企業に関する情報（事業セクション） 
• Regulation S-K Item 301に基づく要約財務情報 

注：2020年11月、SECはRegulation S-Kを修正し、要約財務情報（Regulation S-K Item 301）の開示を

廃止しました。改正規則は2021年1月11日に連邦官報に公表され、2021年2月10日に発効します。政権

交代に伴って、バイデン政権がこれらの改正規則の発効日を延期する可能性があります。企業は、発効

日に変更があるかどうかについて専門家と協議すべきです。改正規則に関する解説は、In depth 
US2020-09「SEC amends MD&A and eliminates selected financial data」（英語のみ）をご参照くださ

い。 

通常のIPOプロセスに続いて実施されるSECスタッフによる合併取引に関連するレビュープロセスでは、

SECスタッフが提出書類をレビューしてコメントレターを発行し、それが数回にわたることもあります。

SPACは株主から委任状（株主議決の20日前に郵送する）を勧誘し、合併承認についての議決を行いま

す。合併の完了後は、過去の財務諸表と関連するプロフォーマを含んだForm 8-Kによる臨時報告書を4
営業日内に提出することが義務付けられています。すなわち、法的な取得企業または発行企業がシェル

カンパニーである場合には、Form 8-Kで要求される特定の情報の提出について認められている71日の

猶予期間を利用することはできません。このForm 8-Kは、Form 10による登録届出書で要求される情報

を含むものであるため、「Super 8-K」と呼ばれています。関連する報告項目については、Super 8-Kセク

ションの図1‐3をご参照ください。 

SEC登録企業によるこの提出義務の期限は4営業日のみであるため、取引完了前に関連する財務情報

を含むすべての必要な情報を準備しておくことが重要です。 

SPACの一般株主がターゲット企業への投資を望まない場合には、合併完了前に普通株式を償還する

機会が与えられています。普通株式を償還しても、その株主に発行されたワラントは、通常、権利失効し

ません。SPACが適切なターゲット企業を選定しない場合、または提案した合併が成功しなかった場合に

は、SPACは清算され、一般株主にIPOで集めた資金の残りが払い戻されます。 

 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-09-sec-amends-mda-financial-data.pdf
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-09-sec-amends-mda-financial-data.pdf
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SECへの財務諸表提出に関する要求事項 

SPACおよびターゲット企業は、委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）の作成において

以下を検討する必要があります。 

• 新興成長企業（EGC：Emerging growth companies）－SPACがEGCに該当し、Form10-Kを提出

したことがなく、かつ、ターゲット企業が（自社のIPOを実施中であると仮定して）EGCとして適格である

場合には、要求される監査済年次財務諸表は2年分のみとなります。非公開会社であるターゲット企

業がEGCに該当するためには、直近に終了した事業年度における年間総売上高が10.7億米ドル未

満であり、かつ、過去3年間において10憶ドル超の非転換型社債を発行していないという要件を満た

す必要があります。 

• 小規模報告企業（SRC: small reporting companies）－SECスタッフは、ターゲット企業がSRCとし

て適格である場合には、3年分ではなく2年分の監査済年次財務諸表を含めることについて異議を唱

えないと述べています。通常、報告企業ではないターゲット企業が、SRCの適格要件を満たすために

は、直近の事業年度における年間売上高が1億米ドル未満である必要があります。 

SPACがForm 10-Kにより最初の年次報告書を提出しており、かつターゲット企業がSRCの要件を満た

さない場合には、ターゲット企業の3年分の監査済年次財務諸表が必要となります。SECスタッフは、タ

ーゲット企業について要求される監査済年次財務諸表が何年分かを決定する上で、委任状説明書また

はForm S-4（委任状説明書を含む）にSPACの監査済年次財務諸表を含めることは、Form 10-Kによる

最初の年次報告書の提出に相当すると指摘しました 

提出書類に含めるべき財務諸表の年数の評価や財務諸表の日付（age）の検討は、修正の提出の都度

（例えば、SECスタッフのコメントレターへの対応等）およびSuper 8-Kの提出時に実施する必要がありま

す。 

財務諸表に関する検討事項 

ターゲット企業の財務諸表は、Regulation S-XおよびSEC職員会計公報（SAB）に準拠する必要があり

ます。非公開会社協議会（PCC）が採用した非公開会社のための代替的な会計処理の適用は認められ

ません。PCCの代替的な会計処理（例えば、のれんの償却）を適用している場合にはすべて取り消す必

要があります。 

Regulation S-Xに準拠した財務諸表を作成する非公開会社のためのその他の重要な留意事項として、

（1）損益計算書本体に製品、サービス、賃貸およびその他の収益（該当する場合）に区分して収益を記

載する（Regulation S-X Rule 5-03(b)）、（2）法人所得税率の調整を開示する（Regulation S-X Rule 4-
08(h)）、（3）財務諸表本体で関連当事者取引を識別する（Regulation S-X Rule 4-08(k) ）、（4）要求さ

れている貸借対照表の表示項目を開示する（Regulation S-X Rule 5-02）などが挙げられますがこれら

に限定されません。 

また、ターゲット企業は、重要な事業の取得を完了したか（Regulation S-X Rule 3-05）、または財務諸

表への記載を必要とする重要な持分法投資を保有しているか（Regulation S-X Rule 3-09）を検討する

必要があります。SRCに該当する場合には、Regulation S-X Article 8に基づいて、企業規模に応じた開

示を行うことができます。 

通常、非公開会社である被取得企業は、1株当たり利益（EPS）（会計基準コード化体系（ASC）260-10-
15-2）やセグメント情報（ASC280-10-15-3）に関する会計基準などで定義される非公開会社に該当し、

そのために開示が要求されないことから、EPSやセグメントなど一定の開示を記載する必要がありませ

ん。しかし、SPAC取引におけるターゲット企業は前身企業（predecessor company）に該当する可能性

が高く、したがって、開示が要求されるかどうかを決定するためには、適用される各会計基準における公

開事業会社（PBE: public business entities）の定義を評価する必要があります。通常はEPSおよびセグ

メントの開示が要求されることになります。 

さらに、公開企業は、条件付償還可能優先株式（すなわち、発行企業の統制の及ばない事象が発生した

場合に償還可能となる）および保有者のオプションにより償還可能な優先株式を、中間資本（mezzanine 
equity）に表示することが要求されています。中間資本の表示について詳しくは、PwC会計ガイド「財務

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financial-statement-presentation-accounting-guide.html
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諸表の表示 Financial statement presentation」（英語のみ）のSection 5.6.3.1をご参照ください。 

 
 

質問 1.1 

Regulation S-X Article 12の 明細表（例えば、評価および適格な勘定科目に関する明細表）は、
Regulation S-X Rule 3-05で要求される過去の財務諸表にその記載を含めることが要求されていませ
んが、SPAC合併におけるターゲット企業の過去の財務諸表において、Article 12の明細書を含める必
要があるでしょうか。 

 
PwCの回答 

はい。Article 12の明細書はRegulation S-X Rule3-05の財務諸表の要求事項から明確に免除されてい

ますが、SPAC合併におけるターゲット企業の財務諸表にはこの免除は適用されません。しかし、ターゲ

ット企業自身がRegulation S-X Rule 3-05に基づき財務諸表の記載を要求される場合、当該財務諸表

では明細書を省略することができます。 

（1） SPACがEGCに該当するためPBE用スケジュールでの会計基準適用を延期しており、（2） ターゲッ

ト企業がEGCの適格要件を満たし、かつ（3）新会社が合併取引完了後にEGCのステータスを維持して

いる場合には、ターゲット企業はPBE用スケジュールに基づく会計基準の適用を要求されます。SPACと

合併したターゲット企業の提出書類における財務諸表の要求事項については、2020年7月に開催された

監査品質センター（CAQ）のSEC規制委員会における議論の概要をご参照ください。 

 

質問 1.2 

12月決算のターゲット企業は、ASC606（収益）、ASC842（リース）、ASC326（信用損失）などの最近公

表された会計基準をいつ適用することが要求されますか。 

 
PwCの回答 

SPAC、ターゲット企業および合併後の新会社が、上述のEGCの該当要件を満たしている場合、12月31
日を期末日とするターゲット企業の財務諸表において、ASC606は2020年1月1日以後、ASC842は
2022年1月1日以後、ASC326は2023年1月1日以後に適用することになるでしょう。会計基準の適用日

に関する詳細については、In depth US2019-20「FASBによる発効日延期の適用」（和訳はこちら）をご

参照ください。 

委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）に記載する財務諸表の作成を複雑にする可能性

があるその他の領域としては、SPACとターゲット企業の期末日が異なる場合、SPACが複数のターゲッ

ト企業を買収する場合、部門または事業の買収においてカーブアウト財務諸表の作成が必要となる場合

が挙げられます。カーブアウト財務諸表の作成に関する詳細については、PwC会計ガイド「Carve-out 
financial statements」（英語のみ）をご参照ください。 

監査要求事項 

通常、非公開会社の監査は、米国公認会計士協会（AICPA）の監査基準審議会が公表した「米国で一

般に公正妥当と認められた監査基準（US GAAS）」に準拠して行われます。SPACの合併においては、

SECへの提出書類に含まれるターゲット企業の財務諸表は、公開企業会計監視委員会（PCAOB）に登

録されている会計事務所によってPCAOB基準に準拠した監査を受けることが要求されています。監査

は、PCAOBとAICPAの2つの基準に準拠して実施され、通常、登録会計事務所による追加的な監査手

続が生じることになります。また、2020年12月15日以後に終了する事業年度に関する2つの基準に準拠

した監査については、監査報告書に「監査上の重要な事項（CAM: critical audit matters）」を記載しなけ

ればなりません。財務諸表作成者および監査人は、SPACがEGCに該当し、かつターゲット企業がEGC
の要件を満たすことになる場合であっても、監査報告書に対する影響を評価すべきです。 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financial-statement-presentation-accounting-guide.html
https://www.thecaq.org/july-2020-meeting-highlights-joint-meeting-with-sec-staff/
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/in_depths/2019/us2019-20--how-to-apply-the-fasbs-deferral-of-effective-dates/us2019-20-How-to-apply-the-fasbs-deferral-of-effective-dates/In-depth-PwC-US2019-20--How-to-apply-the-FASBs-deferral-of-effective-dates.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20191219_how_to_appl_JP.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/carve-out-financial-statements.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/carve-out-financial-statements.html
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財務諸表の日付（age） 

委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）でSECに提出するSEC登録企業およびターゲッ

ト企業の財務諸表に記載すべき日付を決定するためのガイドラインは、Regulation S-X Rule 3-01、
Regulation S-X Rule 3-02、およびRegulation S-X Rule 3-12に定められています。小規模報告企業の

要件を満たす企業は、Regulation S-X Rule 8-08に基づく企業規模に応じた開示要求事項を適用するこ

とができます。合併の完了時に提出すべきForm 8-Kの財務諸表の日付は、Form 10 Item 13を参照し

て決定されます。 

一般原則として、SECに提出する直近の財務諸表の日付を提出日から134日より前とすることはできま

せん（早期提出企業または大規模早期提出企業の場合には129日）。SEC登録企業は、財務諸表の日

付に関する要求事項について、最初の提出日、（発効前および発効後の）修正日、発効日現在、委任状

説明書については発送日現在で遵守しなければなりません。また、Form S-4（委任状説明書を含む）の

場合について、SECスタッフは、資料の郵送準備に必要な期間（通常、Form S-4が有効となってから数

日以内）を超えて郵送が遅延しない限り、当該Form S-4（委任状説明書を含む）の発送日時点で、財務

諸表の日付に関する要求事項を評価する必要はないと指摘しています。 

監査済年次財務諸表 

委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）を直近に終了した事業年度の末日から45日以内

に提出する場合、SPACおよびターゲット企業は当該直近の事業年度について監査済財務諸表の提出

を要求されません（監査済財務諸表が入手可能である場合を除く）。 

以下の議論および事例は、SPACが非早期提出企業であり、かつ損失が生じている状況を仮定していま

す。委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）を期末日の46日後から89日後までの期間に

提出する非早期提出企業のSPACは、通常、直近の事業年度についての監査済財務諸表を含める必要

があるため、SRCに関するRegulation S-X Rule 3-01(c) またはRegulation S-X Rule 8-08(b) の要求

事項を満たさない可能性が高くなります。 

未監査の期中財務諸表 

監査済財務諸表の貸借対照表日が提出日（もしくは、郵送日または発効日）より135日以上前の日付で

ある場合、未監査財務諸表の貸借対照表日は提出日（もしくは、郵送日または発効日）から134日以内

の日付でなければなりません。 

表1-1は、提出日ごとに財務諸表の日付に関する要求事項を説明したものです。財務諸表の日付は特有

の問題を生じさせる可能性があり、また、各取引の詳細について早い段階で検討すべきです。 

表1-1 

財務諸表の日付（age）－事例 

SPACは2021年に設立された12月決算の企業で、2021年7月に最初のIPOを完了した。このSPACは、

2022年3月に最初のForm 10-Kを2021年度（設立から12月末まで）の財務諸表とともに提出した。2022
年9月、このSPACはターゲット企業の買収契約を発表した。ターゲット企業は非公開会社である。この

SPACはEGCとして適格となる要件を満たしており、個別に評価した場合にターゲット企業もEGCの要件

を満たすことになる。 
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提出日1 SPAC ターゲット企業 プロフォーマ 

2022年11月1日2 2021年12月31日現在お

よび設立から2021年12
月31日までの期間に関す

る監査済財務諸表 

2020年および2021年12
月31日現在ならびに

2019年、2020年、および

2021年12月31日に終了

した事業年度に関する監

査済財務諸表 

2022年6月30日現在の

プロフォーマ貸借対照表

ならびに2021年12月31
日に終了する事業年度お

よび期首から2022年6月
30日に終了する期中期

間のプロフォーマ損益計

算書 

 2022年6月30日現在の

未監査の期中財務諸表

および期首から期中期間

末日までの期間に関する

比較財務諸表 

2022年6月30日現在の

未監査の期中財務諸表

および期首から期中期間

末日までの期間に関する

比較財務諸表 

 

2022年12月18日 2021年12月31日現在お

よび設立から2021年12
月31日までの期間に関す

る監査済財務諸表 

2020年および2021年12
月31日現在ならびに

2019年、2020年、および

2021年12月31日に終了

した事業年度に関する監

査済財務諸表 

2022年9月30日現在の

プロフォーマ貸借対照表

ならびに2021年12月31
日に終了する事業年度お

よび期首から2022年9月
30日に終了する期中期

間のプロフォーマ損益計

算書 

 2022年9月30日現在の

未監査の期中財務諸表

および期首から期中期間

末日までの期間に関する

比較財務諸表 

2022年9月30日現在の

未監査の期中財務諸表

および期首から期中期間

末日までの期間に関する

比較財務諸表 

 

1   委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）に関する提出日の例。 
2  このSPACは9 月30日に終了する四半期についてForm 10-Qをまだ提出していない。 

SPACが、（1）まだ最初のForm 10-Kを提出していないかもしくは委任状説明書またはForm S-4（委任

状説明書を含む）に追加の事業年度を含めるため年次財務諸表を更新しておらず、かつ、（2）SPACが

EGCの要件を満たしており、個別に評価した場合にターゲット企業もEGCの要件を満たすことになる場

合には、ターゲット企業の監査済財務諸表は2年分のみ要求されます。 

Regulation S-K Item 303に基づき、SPACおよびターゲット企業の財務諸表に表示されるすべての事業

年度および期中期間について、MD&Aが要求されます。 
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会計上の取得企業の決定 

SPACの合併取引において、どの企業が会計上の取得企業であるかは重要な会計上の判断となりま

す。会計上の取得企業とは報告企業の支配を獲得する企業であり、法的な取得企業とは異なる可能性

があります。共通支配下にある企業間で行われる取引の場合（例えば、同一の企業または個人がターゲ

ット企業および取引後の結合後企業を支配している場合）には、取得の会計処理は適用されません。共

通支配下の取引に関するガイダンスについては、PwC会計ガイド「Business combinations and 
noncontrolling interests」（英語のみ）Chapter 7のガイダンスをご参照ください。 

SPACの合併が、主として現金またはその他の資産の譲渡もしくは負債の発生によって達成される場合

は、通常、SPACが会計上の取得企業となります。ターゲット企業が変動持分事業体（VIE）である場合

は、主たる受益者でありVIEを連結する側の企業が会計上の取得企業となります（すなわち、SPACが合

併の結果として主たる受益者になる場合には、SPACが会計上の取得企業となります）。VIEの分析に関

するガイダンスについては、PwC会計ガイド「Consolidations」（英語のみ）のSection 2をご参照くださ

い。また、有限責任会社およびその他の類似する企業を評価する場合の連結上の検討事項について

は、Section3.5.4をご参照ください。 

議決権モデルが適用され、SPACの合併の対価が持分または現金と持分の組み合わせである場合、ど

の企業が会計上の取得企業なのかが不明確になることがあり、その場合にはさらなる評価が要求される

可能性があります。このような状況では、すべての関連する事実および状況を考慮する必要がありま

す。ASC805-10-55-11からASC805-10-55-15のガイダンスには、どの当事者が会計上の取得企業であ

るかを示す要因として、以下が記載されています。 

• 報告企業の相対的な議決権 
• 報告企業における単一の少数株主の存在および規模 
• 報告企業の統治機関の構成 
• 報告企業の経営幹部の構成 
• 資本持分の交換条件（プレミアムを支払う企業） 
• 企業の相対的な規模 

上記のどれも決定要因ではありません。会計上の取得企業の決定には重要な判断が必要となる場合も

あります。会計上の取得企業の決定方法については、PwC会計ガイド「Business combinations and 
noncontrolling interests」（英語のみ）のSection 2.3をご参照ください。 

SPACが会計上の取得企業の場合は、ASC805「企業結合」に従って、ターゲット企業の資産および負債

を公正価値で認識することになります。委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）に記載さ

れるプロフォーマ財務情報は取得の会計処理を反映したものであり、取引コストは費用処理されることに

なります。 

 

  

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/consolidation-framework-equity-method-accounting-vie-guide.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
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Up-SPACに関する検討事項 

パートナーシップ（またはパートナーシップと類似するガバナンス条項を有する企業）である特定のターゲッ

ト企業は、SPAC企業との間でUmbrella partnership C corporation（Up-C）取引の構造の模倣を意図した

取引を検討することがあります。「Up-SPAC」と呼ばれるこのような取引では、ターゲット企業の所有者は、

パートナーシップに対する持分（またはそれに類似する持分）を株式公開した企業の普通株式に交換する

権利を有することから、ターゲット企業の所有者に将来的な流動性への道筋を提供すると同時に、パスス

ルー企業の税務上のメリットを保持させることができます。 

以下は、典型的なUp-SPAC取引における合併後の公開企業の所有構造の例を示すものです。 

 

 
一般的に、伝統的なUp-CのIPOは、公開企業の議決権の過半数を所有することによって事業会社の所有

者が事業の支配を保持できるようにする仕組みです。この取引は、取得の会計処理が適用される企業結

合として取り扱われるのではなく、共通支配下の取引に関するガイダンスの適用の対象となります。また、

Up-SPAC取引において、企業は、取引後に同一の企業または個人がターゲット企業および公開企業を支

配するかどうかを考慮する必要があります。同一の企業または個人が支配しない場合には、どの当事者が

会計上の取得企業であるかの評価を実施する必要があります。 

パススルー型のターゲット企業がリミテッド・パートナーシップまたは類似する法人として組織されている場

合、パススルー型のターゲット企業を変動持分事業体（VIE）とみなすことができます。ASCは、「類似する

法人」を「リミテッド・パートナーシップと機能的に同等なガバナンスに関する契約条項を有する法人（例え

ば、有限責任会社）」と定義しており、ASC810-10-15-14(b)(1)(ii)は、リミテッド・パートナーシップに対する

持分（すなわち、ターゲット企業の所有者が保有する持分またはユニット）に実質的な解任権または経営参

加権がない場合、これらの法人はVIEとみなされると述べています。詳細については、PwC会計ガイド

「Consolidation」（英語のみ）のSection 2.3.3.2をご参照ください。 

ターゲット企業がVIEである場合には、主たる受益者であり、かつVIEを連結する企業が会計上の取得企業

とみなされます。Up-SPAC取引においては、（前述のように）ターゲット企業がVIEに該当する場合、公開

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/consolidation-framework-equity-method-accounting-vie-guide.html
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企業であるSPAC企業が主たる受益者となる可能性があります。例えば、SPAC企業がターゲット企業のジ

ェネラルパートナーまたは経営陣に指定され、ターゲット企業の最も重要な活動を支配するパワーを有し、

さらにターゲット企業の利得および損失に著しく関与する能力を提供する経済的関与を有する場合があり

ます。このシナリオでは、SPAC企業は、主たる受益者として、ASC805-10-25-5のガイダンスに基づく会計

上の取得企業となります。この取引は、リバース・リキャピタリゼーションではなく、企業結合として会計処理

されることになります。ターゲット企業の所有者との間で締結される、アーンアウトや未収税等に関する特

定の取決めは、企業結合であるかリバース・リキャピタリゼーションであるかによって異なる方法で会計処

理される可能性があります。 

リバース・リキャピタリゼーション 

ターゲット企業が会計上の取得企業に該当する場合、取引は逆取得であるとみなされます。SPACの逆

取得は、通常、リバース・リキャピタリゼーションとして会計処理されます。なぜなら、SPACの合併前の資

産は投資家から受け取った現金のみであることが多く、通常、SPACは事業の定義を満たさないためで

す。むしろ、このようなタイプの逆取得の経済的実態は法的な被取得企業における資本取引であり、リキ

ャピタリゼーションを伴う、SPACの貨幣性純資産に対するターゲット企業の株式発行に相当します。そ

の結果、ターゲット企業に発生した適格な取引コストは資本に直接計上されます。株式発行により集めた

資金に対する直接コストの計上は、SAB Topic 5.Aに記載のSECスタッフのガイダンスと整合します。場

合によっては、SPACとの合併契約の締結前に、他の株式発行（例えば、伝統的なIPO）に関連する取引

コストがターゲット企業で発生していることがあります。一般的には、SPAC合併以外の株式発行に関連

する取引コストは、ターゲット企業が費用処理すべきです。このような会計処理は、コストを繰り延べてそ

の後の株式発行により集めた資金に賦課することを認めないSAB Topic 5.Aのガイダンスと整合してい

ます。 

株主資本を除いて、逆取得における財務諸表の表示は法的な被取得企業（ターゲット企業）の存続を表

します。ターゲット企業の資産および負債は財務諸表上、取得原価で認識され、のれんまたはその他の

無形資産は計上されません。 

ターゲット企業の過去の利益剰余金およびその他の包括利益累計額は繰り越されますが、逆取得前の

ターゲット企業の過去の資本残高および資本剰余金については、取引を反映させるために遡及的な修

正（リキャピタリゼーション）が行われます。 

発行済の資本持分の数と種類は法的な取得企業の資本構造を反映していなければなりません。したが

って、ターゲット企業の過去の株式数残高はSPACの法定額面金額に換算され、結合後企業の株式保

有比率について修正されます。発行済株式に対する相殺修正は資本剰余金に計上されます。 

例1-1は、逆取得取引における発行済株式の遡及的な修正の例を示しています。 

例 1-1 
リバース・リキャピタリゼーションにおけるターゲット企業の過去の資本の調整 

 
公開企業であるSPACは、非公開会社であるTarget社を法的に買収しました。Target社は会計上の取

得企業であると判定され、その結果、当該取引はリバース・リキャピタリゼーションとして会計処理される

ことになりました。買収の直前の時点で、SPACの発行済株式は100株（＠1ドル）で、Target社の発行済

株式は50株（＠1ドル）でした。この取引の一環として、SPACは、Target社の発行済株式100%と交換に

400株を発行します。 

この取引を反映するためには、Target社の過去の株式情報をどのように調整すべきでしょうか。 

分析 

連結財務諸表に表示される比較情報は、法的子会社（Target社）のものでなければなりません。しかし、

Target社の過去の資本残高に対して発行された資本性金融商品の数と種類の開示は、法的親会社

（SPAC）の資本構成を反映するように再計算されます。 

変換比率は、取得日のTarget社の株式数（50株）に対するリバース・キャピタリゼーションで発行された

法的親会社（SPAC）の株式数（400株）の比として計算されます。そして、この8：1の比率は、すべての期
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間についてのTarget社の株式を再計算するために使用されます。 

買収前のTarget社の株式数は、変換比率を用いて50株から400株に調整されます。その結果、普通株

式の残高は、50ドル（1株あたり1ドル×発行済株式数50株）から400ドル（1株あたり1ドル×発行済株式

数400株）に調整されることになります。普通株式の増加分である350ドルは資本剰余金から控除されま

す。 

すべての過去期間についても同じ交換比率を用いた調整が行われます（例えば、前年度末にTarget社
の発行済株式数が40株しかなかった場合、8：1の比率を用いて発行済株式数は320株に再計算される

ことになります）。 

 
1株当たり利益の情報は、Target社の過去の発行済株式数に適用される合併比率を反映して遡及的に

調整されます。SPAC企業の株式は、EPSの計算の目的上、合併日に発行したものとみなされます。逆

取得に関する追加的な会計上の検討事項については、PwC会計ガイド「Business combinations and 
noncontrolling interests」（英語のみ）のSection 2.10をご参照ください。SPAC合併がリバース・リキャピ

タリゼーションとして会計処理されている場合、財務諸表での説明において当該取引を企業結合と呼ぶ

べきではありません。 
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SPAC合併におけるアーンアウト条項 
場合によっては、買収される事業会社の価値に不確実性が生じることがあります。SPAC がこの不確実

性に対処する方法の１つとして、スポンサー、ターゲット企業の売却株主、または従業員と契約を締結

し、当該契約により、SPAC が一定の業績指標（株価に基づくことが多い）を達成した場合に、合併後に

追加株式を発行する（または、エスクローやその他の制限から既存の株式を解除する）方法があります。

このような取決めは、一般に「アーンアウト条項」と呼ばれます。 

条件付の支払 

SPAC 合併における会計上の取得企業の評価は、アーンアウト条項を評価する前に行うべきです。取引

が企業結合として会計処理される場合（すなわち、SPAC が会計上の取得企業の場合）、ASC805 のガ

イダンスを適用します。 

SPAC が会計上の取得企業であり、ターゲット企業の株主との間にアーンアウトに関する取決めがある

場合には、条件付対価とみなされる場合があります。 

ASC805-10-55-28 は、条件付の支払を企業結合の一環として会計処理すべきか、または企業結合後

の報酬費用として認識すべきかを評価する 8 つの指標を示しています。 

条件付対価は、ASC805-30-25-5 に従い、取得日現在の公正価値で認識および測定されます。取得企

業の条件付対価の支払義務は、ASC480「負債と資本の区分」、ASC815「デリバティブ及びヘッジ」、ま

たはその他の該当する US GAAP（後出の「金融商品に関する検討事項」の Section をご参照ください）

に従って、負債または株主資本として分類しなければなりません。企業結合後の期間における条件付対

価の会計処理は、その金融商品の性質に基づいて決定される資産、負債または資本としての分類に影

響を受けます。条件付対価に関する追加的な情報については、PwC 会計ガイド「Business 
combinations and noncontrolling interests」（英語のみ）の Section2.6.4 をご参照ください。 

ASC805-10-55-28 の指標に基づき、雇用が継続する売却株主の将来の役務提供に関連する条件付の

支払は、通常、報酬費用とみなされ、企業結合後の期間に計上されます。特に、雇用終了時に条件付の

支払に対する権利が自動的に失効する場合には、企業結合後の報酬費用として会計処理されることに

なります。さらに、将来の役務提供と明示的に結びついていない場合であっても、条件付の支払は依然

として報酬であるとみなされる可能性があります。報酬要素を有する条件付対価の取決めに関する詳し

い情報については、PwC 会計ガイド「Business combinations and noncontrolling interests」（英語の

み）の Section 2.6.5.1 および Section 3.3 をご参照ください。 

報酬 

SPAC またはターゲット企業の従業員もしくはサービスの供給者との間でアーンアウトに関する取決めを

行う場合、ASC718「株式報酬」に基づく報酬の取決めとみなすべきかどうかを検討する必要がありま

す。 

株式の発行が受領者の財またはサービスの提供を条件としている場合には、ASC718 が適用されま

す。例えば、SPAC 投資家が合併後企業に雇用される予定である場合や、スポンサーの代表者が合併

後企業の取締役会に選任される場合、またはターゲット企業の株主が合併後企業の従業員となる場合

で、このような個人が追加の株式を受け取るためにアーンアウトに関する条件が充足されるまで勤務を

継続することが要求される場合には、報酬として会計処理される可能性が高くなります。業績または株式

市場に基づく権利確定条件が付された報酬については、PwC 会計ガイド「Stock-based 
compensation」（英語のみ）の Section 2.5 および Section 2.6 の解説をご参照ください。 

リバース・リキャピタリゼーションとして会計処理される SPAC 取引には、ターゲット企業の権利未確定の

譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）または未行使のストック・オプションの保有者が条件付株式に

対する権利を受け取るという状況も含まれる可能性があります。条件に応じて、追加的な報酬費用の計

上につながる可能性があり、ASC718「株式に基づく報酬」または ASC815「デリバティブ及びヘッジ」の

ガイダンスの適用対象となるか否かによっては、当該金融商品のその後の会計処理にも影響を与える

可能性があります。例えば、アーンアウトに関する株式の権利確定や取得の要件を満たすために雇用や

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
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https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/global-guide-to-accounting-for-business-combinations-and-noncontrolling-interests.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/stock-based-compensation-accounting-guide.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/stock-based-compensation-accounting-guide.html
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勤務の継続を要求する取決めは、通常、関連コストを報酬費用として処理する取扱いになります。さら

に、既存のストック・オプション契約の条件変更の形で提供されるアーンアウトは（追加株式の受領がオ

プションの行使に依存する場合）、既存の報酬の条件変更であり、公正価値の増分は、追加的な報酬費

用として認識されることになります。これらのいずれの場合においても、条件付きの株式に関する契約

は、資本または負債としての分類の目的上、ASC718 の対象となる可能性が高くなります。 

さらに、条件付株式の取決めが既存の株式に基づく報酬とは関係なく、かつ、継続雇用が必要とされな

い場合であっても、既存の株式に基づく報酬の保有者に対する当該権利の付与は、当該権利の付与が

既存の報酬の条件の下で法的に要求されない場合には、既存の報酬の保有者に付与された追加の報

酬を反映することになります。しかし、この場合、当該条件付株式契約は、以下に説明するように、将来

に向かって金融商品会計の対象となる可能性があります。 

金融商品に関する検討事項 

アーンアウトに関する取決めが ASC718 の範囲に含まれない場合には、金融商品に関するガイダンス

が適用されます。アーンアウトが ASC805 のガイダンスが適用される条件付対価である場合、金融商品

の分類ならびに事後的な認識および測定に関するガイダンスが適用されます。その他のすべてのケース

において、アーンアウトに関する取決めは、金融商品の分類、当初測定ならびに事後的な認識および測

定に関するガイダンスの対象となります。 

ASC480 の適用 

ASC480「負債と資本の区分」のガイダンスは、独立した資本性金融商品および資本に関連する金融商

品に適用され、報告企業は特定の金融商品を負債（または、場合によっては資産）に分類することが要

求されます。ASC480 の適用範囲に含まれるほとんどの金融商品は、その後、公正価値で測定され、公

正価値の変動は損益に計上しなければなりません。 

アーンアウトの取決めにおいて、ASC480 に基づく重要な検討事項は、アーンアウト条項に基づいて引

き渡される株式が（たとえ引渡しが偶発事象に基づく場合であっても）投資家の選択により償還可能であ

るか否かです。償還可能な場合には、アーンアウトは負債に分類され、公正価値で測定され、公正価値

の変動は損益に計上されることになります。ASC480 に基づき負債への計上が要求されない場合には、

ASC815-40 に基づき追加的な分析が必要となります。 

適用範囲を含む ASC480 の適用に関する追加的な情報については、PwC 会計ガイド「Financing 
transactions」（英語のみ）の Section 5.5 をご参照ください。 

デリバティブの定義 

多くの場合、アーンアウト条項は ASC815 に基づくデリバティブの定義を満たします。また、通常、以下を

有しています。 

• 基礎数値：基礎とされる業績指標、および一定数の株式発行を伴う場合の株価 

• 想定元本：発行可能な株式数であることが多い。 

• 純額決済：引き渡される株式は公開企業の株式であるため容易に換金可能である。 

ASC815 に基づくデリバティブの定義に関する追加的な情報については、PwC 会計ガイド「Derivatives 
and hedging」（英語のみ）の Chapter 2 をご参照ください。 

「自己資本」の除外規定 

負債に分類される金融商品を生じさせるアーンアウト条項は公正価値で認識され、公正価値の変動は損

益に反映されます。しかし、当該金融商品が ASC815-10-15-74（a）における「自己資本」の除外規定の

要件を満たす場合には、当該金融商品は資本に分類され、その後の再測定は行われません（アーンア

ウトの条件変更があった場合を除く）。また、当該金融商品がデリバティブの定義を満たさない場合であ

っても、ASC815-40 のガイダンスを適用しなければならないことに留意することが重要です。 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financing-transactions-debt-equity-instruments.html
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この除外規定の要件を満たすためには、契約が、（1）企業自身の株式を参照しており（ASC815-40-
15）、かつ、（2）貸借対照表における株主資本に分類（ASC815-40-25）されていなければなりません。こ

のガイダンスに基づく契約の分析は複雑になる可能性があります。このガイダンスに関する追加的な情

報については、PwC 会計ガイド「Financing transactions」（英語のみ）の Section 5.6（ASU2020-06 を

適用している企業の場合）または Section 5.6A（ASU2020-06 を適用していない会社の場合）をご参照く

ださい。 

企業自身の株式の参照 

ASC815-40-15のガイダンスは、2ステップのアプローチ、すなわち、最初に金融商品の条件付権利行使条

項を評価し（「ステップ1」）、次に金融商品の決済条項を評価する（「ステップ2」）ことを要求しています。 

ASC815-40-55-26からASC815-40-55-48には、ある金融商品が報告企業自身の株式を参照しているか

否かを決定するための2ステップ・アプローチの適用例がいくつか示されています。ステップ1とステップ2に
おける「テスト」は大きく異なるため、分析にあたっては、どちらのステップを適用して分析を実施すべきかの

決定が重要となります。 

ASC815-40に基づく分析は、契約開始時および継続的に実施すべきです。 

ステップ1－条件付権利行使条項 

金融商品に関する権利を行使する保有者の能力に影響を与える条件付条項は、ステップ1に基づいて評

価しなければなりません。例えば、保有者は、条件付の行使権を有する場合または条件の充足時点で権

利行使を早期化、延長、短縮、または除去する権利を有する場合があります。このステップでは、権利行使

の条件が、観察可能な市場（発行者の株式以外）または観察可能な指数（発行者自身の業務に基づく指数

以外）に基づいているかに焦点が当てられます。 

本ガイダンスに関する追加的な情報については、PwC会計ガイド「Financing transactions」（英語のみ）の

Section 5.6.2.1（会計基準アップデート（ASU）2020-06を採用している企業の場合）またはSection 
5.6.2.1A（ASU2020-06を採用していない企業の場合）をご参照ください。 

ステップ2－決済条項 

ステップ2では、決済条項（例えば、金融商品の行使価格や発行可能な株式の数）に焦点を当てています。

当該ガイダンスは「固定対固定」の規定と呼ばれ、契約の行使価格と契約の想定株式発行数が固定され

ている場合に、当該契約がこの要件を満たすと述べています。 

金融商品の契約条件または組み込まれた構成要素により、行使価格または株式数の調整が可能である

場合には、調整が実施される可能性や報告企業が調整をコントロールできるかどうかにかかわらず、決済

金額の算定に用いられる行使価格および株式数のいずれも固定とみなされません（ただし、後述するケー

スを除く）。ASC815-40-15-7Eは、「固定対固定」の規定の例外について説明しています。この例外規定に

より、決済金額の調整を行うことが可能な場合であっても、そのような調整が株式の「固定対固定」のフォワ

ードまたはオプションの価値を決定するために使用される標準的なインプットに基づいて行われる場合に

は、当該金融商品が報告企業自身の株式を参照しているとみなすことが認められます（なお、ステップ1の
分析は、このような結論を排除していません）。 

アーンアウト条項への適用 

以下は、アーンアウトの取決めにおける条項の例と、結果として行われる企業自身の株式の参照に関する

ガイダンス（以下、「参照ガイダンス」）の適用例です。これらの例は、会計的な文献に基づくアーンアウトの

取決めに関する包括的な分析でないことに注意する必要があります。また、これらの例は、参照ガイダンス

に基づく特定の条項に関する会計上の分析を提供するものです。参照ガイダンスに基づくアーンアウトの

取決めの分析においては、すべての条項について個別にも集合的にも注意深く分析することが求められま

す。 

例 1-2 

ある企業は、以下の条項を含むアーンアウトの取決めを締結しました。 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financing-transactions-debt-equity-instruments.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/financing_transactio/financing_transactio_US/chapter_5_equitylink_US/56a_analysis_of_a_fre_US/562a_whethe_US/5621a_step_one_exerci_US.html


当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

In depth | 15 

• 3年満期 

• 企業の株式の出来高加重平均価格（VWAP）が、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上

回る場合、1000株が発行される。 

分析 

この契約は、2つの潜在的な決済手段（株式不発行、または、1,000株の発行）のみを規定しているため、

参照ガイダンスのステップ1に基づいて分析を行うことになります。一定数の株式発行のトリガーとなる事象

は、観察可能な市場価格に基づきますが、それは企業自身の株価です。ASC815-40のその他の要求事

項が満たされた場合には、このアーンアウトの取決めは、取決めの発行時点で資本性金融商品とみなされ

る場合があります。 
 

例1-2では、契約は2つの決済手段のみを規定しています。多くのアーンアウト条項は、複数の決済手段を

提供しています。 

例 1-3 

ある企業は、次の条項を含むアーンアウトの取決めを締結しました。 

• 3年満期 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上回る場合、100,000株が

発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において20ドルを上回る場合には、さらに

100,000株が発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において25ドルを上回る場合には、さらにま

た100,000株が発行される。 

分析 

この契約は、複数の決済手段を規定しています。この契約では、VWAPが目標価格を上回るかどうかに基

づいて、0株、100,000株、200,000株、または300,000株の発行となる可能性があります。発行株式数が

異なる可能性があるため、参照ガイダンスのステップ2に基づいて分析を行うことになります。株価により発

行株式数が決定され、これが「固定対固定」の評価モデルへのインプットとなります。ASC815-40における

その他の要求事項が満たされた場合には、このアーンアウトの取決めは、取決めの発行時点で資本性金

融商品とみなされる場合があります。 
 

SPAC取引における多くのアーンアウト条項には、決済に影響を及ぼす可能性のある他の要因も含まれて

います。例えば、複数の株価トリガーを有する契約では、企業の支配の変更や企業の清算が生じた場合に

は発行される株式数が変更されることが規定されている場合があります。これらの「トリガー」は、決済額に

影響を及ぼし、持分株式のフォワードまたはオプションにかかる「固定対固定」の評価モデルにおける公正

価値へのインプットには該当しないため、契約は企業自身の株式を参照しているとはみなされない可能性

があります。その結果、この契約は、ASC815の適用範囲から除外されず、資本の分類の要件を満たさな

い（すなわち、負債に分類される）ことになります。 

例 1-4 

ある企業は、今後3年間に以下が生じた場合に一定数の株式が発行されるアーンアウトの取決めを締結し

ました。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上回る。 

• 企業の支配の変更がある。 

分析 
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この契約は、2つの潜在的な決済手段（株式不発行、または、一定数の株式発行）のみを規定しているた

め、参照ガイダンスのステップ1に基づいて分析を行うことになります。株式発行をもたらす可能性のある複

数の偶発事象が存在する場合には、それぞれの偶発事象および偶発事象間の相互作用を分析する必要

があります。一定数の株式発行のトリガーとなる事象の1つは、観察可能な市場価格に基づいています

が、それは企業自身の株価です。一定数の株式発行のトリガーとなる可能性のあるその他の事象は、支

配の変更ですが、これは観察可能な価格や観察可能な指標ではありません。ASC 815-40のその他の要

求事項が満たされる場合には、このアーンアウトの取決めは、取決めの発行時点で資本性金融商品とみ

なされる場合があります。 

例 1-5 

ある企業は、今後3年間の期間中に下記に示す一定の閾値を満たした場合には、追加の株式を発行する

というアーンアウトの取決めを締結しました。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上回る場合、100,000株が

発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において20ドルを上回る場合、追加の

100,000株が発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において25ドルを上回る場合、さらに追加の

100,000株が発行される。 

• 企業の支配に変更があった場合、300,000株が発行される。 

分析 

この契約は、複数の決済手段を規定しています。この契約では、VWAPが目標価格を上回るかどうかに基

づいて、0株、100,000株、200,000株、または300,000株の株式を発行する結果となる可能性があります。

また、支配の変更があった場合には300,000株が発行されます。発行株式数が異なる可能性があるため、

参照ガイダンスのステップ2に基づいて分析を行うことになります。 

株価は、発行株式数に影響を与えるため、「固定対固定」の評価モデルへのインプットとなります。しかし、

支配が変更された場合に300,000株が発行されることとなり、これは「固定対固定」の評価モデルへのイン

プットではありません。したがって、このアーンアウトの取決めは負債に分類され、公正価値で測定され、公

正価値の変動は当期の損益に計上することが要求されます。 
 

また、例1-5に類似の、分析が必要な複数の株価のトリガーや他のトリガーを有するその他の契約が存在

する可能性があります。例えば、複数の株価トリガーのある金融商品には、以下の条項も含まれていること

があります。 

• 企業の支配が変更され、株価が20ドルを上回る場合には300,000株式が発行される。 

• 企業の清算が生じた場合には300,000株が発行される。 

• 企業の支配が変更され、株価が10ドルを上回る場合には、0株から100,000株までを比例計算した株

式が発行される。 

例1-5と同様に、ステップ2に基づく分析を行った場合、これらの事実パターンは（複数の株価トリガーが組

み合わされた場合には）、支配の変更や企業の清算が「固定対固定」の価格算定モデルへのインプットで

はないため、この金融商品は負債に分類され、公正価値で測定され、公正価値の変動を当期の損益に計

上することになります。 

例 1-6 

ある企業は、下記のように、今後3年間の期間中に特定の閾値を満たした場合には追加の株式を発行する

というアーンアウトの取決めをスポンサーとの間で締結しました。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上回る場合、100,000 株が

発行される。 
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• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において20ドルを上回る場合、追加の

100,000株が発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において25ドルを上回る場合、さらに追加の

100,000株が発行される。 

• 企業の支配が変更された場合、発行される株式数の決定にはVWAPでなく、支配の変更時点の価格

が使用される（上記と同じ株価のトリガーに基づく）。 

分析 

この契約は、複数の決済手段を規定しています。この契約では、VWAPまたは支配の変更時点の株価が

目標価格を上回るかどうかに基づき、0株、100,000株、200,000株または300,000株が発行されることに

なります。発行株式数が異なる可能性があるため、参照ガイダンスのステップ2に基づいて分析を行うこと

になります。 

ステップ2に基づいて契約を評価する際には、株価は「固定対固定」の評価モデルへのインプットであるた

め、株価が発行株式数を決定できる唯一の測定値かどうかを決定することが重要です。支配の変更時点

の株価の決定方法と短期間のVWAPの両方が、企業の株式の公正価値を測定する合理的な手段である

場合には、このアーンアウトの取決めは企業自身の株式を参照しているとみなされる場合があります。 

支配の変更時点の株価が企業の株式の公正価値の合理的な測定値であるかどうかを評価するために

は、（1）取決めに基づき支配の変更に該当するとみなされる事象および（2）支配の変更時点の株価の計

算方法を慎重に検討する必要があります。例えば、支配の変更に関する規定の多くは、企業によるほぼす

べての資産の売却を含んでいます。支配の変更時点の株価の計算が、アーンアウトの取決めによる潜在

的な希薄化の影響を考慮していない場合には、この企業の株式の公正価値を算定する合理的な方法であ

るとはみなされないでしょう。しかし、支配の変更時点の株価の計算においてアーンアウトの取決めによる

潜在的な希薄化の影響が考慮してされている場合には、この企業の株式の公正価値を算定する合理的な

方法であるとみなされる可能性があります。アーンアウト条項による希薄化の影響を考慮する計算は複雑

であり、反復計算や連立方程式による計算が必要となる可能性が高くなります。 

支配の変更時点の株価の計算が企業の株式の公正価値を計算する合理的な方法ではない場合、アーン

アウトの取決めは負債として分類され、公正価値で測定され、公正価値の変動は当期の損益へ計上が要

求されることになります。 

支配の変更時点の価格の計算が企業の株式の公正価値を算定する合理的な方法であり、かつ、

ASC815-40のその他の要求事項を満たす場合には、このアーンアウトの取決めは、資本性金融商品とみ

なされる場合があります。 

例 1-7 

企業の株式への投資家（取得された事業会社の株主を含む）および権利が確定済みまたは未確定の株式

に基づく報酬を付与された従業員に対し、アーンアウトの取決めが発行されました。3年の期間中に下記の

閾値を満たす場合には追加的な株式が発行されると仮定します。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において15ドルを上回る場合、100,000株が

発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において20ドルを上回る場合、追加の

100,000株が発行される。 

• 企業の株式のVWAPが、30日の取引期間中の20日超において25ドルを上回る場合、さらに追加の

100,000株が発行される。 

権利未確定のオプションを有する従業員に発行されるアーンアウトの取決めは、継続的な雇用が権利確定

要件となります（権利未確定の株式に基づく報酬の雇用による権利確定要件に基づく場合もある）。従業員

の退職等によってこれらのアーンアウトの取決めの権利が失効となった場合、この契約に基づいて発行さ

れる株式の数は、アーンアウトの取決め（株主による保有分を含む）のその他の保有者に対して比例配分

方式によって「再配分」されます。これは「ラストマン・スタンディング条項」と呼ばれることがあります。 

分析 
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このケースのように権利未確定のオプションの保有者に対して発行されたアーンアウトの取決めは、報酬と

みなされ、ASC718のガイダンスが適用されます。詳しいガイダンスについては、上記の「報酬」のセクショ

ンをご参照ください。 

ASC718が適用されないアーンアウトの取決めについては、ASC815-40に基づく分析が要求されます。本

設例のアーンアウトの取決めは、複数の決済手段を規定しています。契約全体では、VWAPが目標価格を

上回るかどうかに基づいて、0株、100,000株、200,000株、300,000株の発行となる可能性があります。ま

た、個々のアーンアウトの取決め保有者が受け取る可能性のある株式数は、アーンアウトの取決めが付与

された特定の従業員の継続雇用に基づいて変動します。個々のアーンアウトの取決めの保有者が受け取

る株式数は、権利が未確定のオプションを有する従業員に付与されたアーンアウトの取決めの権利失効に

基づいて増加する可能性があります。特定の事象に応じて発行株式数が異なる可能性があるため、このア

ーンアウトの取決めは参照ガイダンスのステップ2に基づいて分析を行うことになります。 

ステップ2に基づく取決めの評価において、特定の従業員の権利確定または継続雇用は、「固定対固定」

の評価モデルへのインプットではありません。したがって、ASC815-40が適用されるアーンアウトの取決め

は、負債としての分類、公正価値での測定、および公正価値の変動の当期損益への計上が要求されるこ

とになります。上記の「報酬」セクションで述べたように、ASC718が適用されるアーンアウトの取決めの分

類及び測定を決定するためには、ASC718を適用することになります。 

株主の資本への分類 
企業自身の株式を参照しているとみなされるすべての契約が、資本へ分類するための要件を満たしている

わけではないことに注意することが重要です。資本に分類される契約は、発行者が契約を株式で決済でき

ることが確実であるとするために、参照ガイダンスに加えて、ASC815-40-25-10の示す個々の追加条件を

満たしていなければなりません。 

これらの条件は、（1）発行者の清算、または（2）発行者の株主も現金を受け取る支配の変更を除いて、発

生可能性にかかわらず、投資家または相手方もしくはその他の状況によって、発行者が純額現金決済を

強制される状況を特定することが意図されています。 

本ガイダンスに関する追加的な情報については、PwC会計ガイド「Financing transactions」（英語のみ）の

Section 5.6.3.1（ASU2020-06を採用している企業の場合）またはSection 5.6.3.1A（ASU2020-06を採用

していない企業の場合）をご参照ください。 

本ガイダンスに基づく分析は、アーンアウトが株式発行の契約である場合、または、権利が確定しない場合

には失効する可能性のある発行済株式である場合で異なる可能性があります。 

1 株当たり利益の検討 

特定の業績指標（例えば、株価目標）が達成されると、アーンアウト条項によって合併後に追加株式が発

行される（または、既存株式に対するエスクローやその他の制限が解除される）ことがあります。場合によっ

ては、企業が配当の支払を宣言すると、これらのアーンアウト条項の保有者に配当を受け取る権利が与え

られることもあります。 

基本的 EPS 

一般的に、アーンアウトに関する取決めには、ASC260-10-45-12CおよびASC260-10-45-13の条件付発

行可能株式に関するガイダンスが適用されます。その結果、追加的な株式は、株式発行の条件が満たさ

れ、かつ、それらの株式が発行されない状況がもはや存在しない場合にのみ、基本的EPSの計算の分母

に含められます。また、こうした株式は、株式発行の条件が満たされた時点から将来に向かって、加重平

均発行済株式数に含められることになります。法的に発行済株式である条件付償還可能株式（例えば、業

績指標が満たされない場合に失権の対象となる株式）は、EPSの計算の目的上は条件付発行可能株式と

同様に取り扱われます。 

特定のケースでは、アーンアウトの取決めに所定の「権利確定期間」が含まれ、SPACの合併日後6~12カ
月間は開始されない可能性があります。このような場合、原資産であるアーンアウト株式は、権利確定期

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/financing_transactio/financing_transactio_US/chapter_5_equitylink_US/56a_analysis_of_a_fre_US/563a_whethe_US/5631a_additional_requ_US.html


当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

In depth | 19 

間が開始するまで獲得できません。したがって、権利確定期間の開始後に株価目標のような業績指標が

達成されない限り、それらを発行済株式に含めるべきではありません。 

一部のアーンアウト条項により、保有者は、現行の形態においては失効しない配当受取権を得ることがあ

ります（すなわち、企業が普通株式に対する配当を宣言した場合、アーンアウト条項の保有者は、条件付

株式に対して同等の配当を受け取り、この配当は業績評価基準を満たすか否かにかかわらず返還する必

要はない）。このような取決めは、参加型資本性金融商品を表し、ASC260-10-45-60からASC260-10-45-
70に記載されている、2クラス法を用いて基本的EPSの計算に含めるべきです。 

2クラス法を適用する場合、普通株主と参加型資本性金融商品の保有者との間で、配当を受け取る契約上

の権利に基づき、当期の未分配利益がすべて分配されたかのように、未分配利益を配分することを求めら

れます。参加型資本性金融商品および2クラス法の詳細については、PwC会計ガイド「Financial 
statement presentation」（英語のみ）のSection 7.4.2をご参照ください。 

希薄化後 EPS 

（本資料で詳述する）アーンアウトの取決めは、希薄化後EPSを計算する際に、ASC260-10-45-48の条件

付発行可能株式ガイダンスの対象となります。期末までにすべての必要条件が満たされた場合（例えば、

業績指標が満たされた場合）、当該株式は期首時点の希薄化後EPSに含まれます。すべての必要条件が

満たされていれば、前述のように、株式も基本的EPSに含まれますが、偶発事象が解消された日からだけ

であることにご留意ください。 

期末時点ですべての必要な条件が満たされていない場合、期首時点の希薄化後EPSの計算の分母に含

めるべき条件付発行可能株式数は、報告期間の末日が条件期間の末日である場合に発行可能となる株

式数（もしあれば）に基づきます。詳細については、ASC 260-10-45-51からASC 260-10-45-55のガイダン

ス、およびPwC会計ガイド「Financial statement presentation」（英語のみ）のSection 7.5.3をご参照くださ

い。 

条件付で発行可能な株式数が将来の日（すなわち「権利確定期間」の開始後）における企業の株式の市場

価格に依存する場合で、希薄化効果がある場合には、希薄化後EPSの計算は、報告期間末日の現在の

市場価格に基づいて発行される株式数を反映することになります。条件付発行可能株式数がある一定期

間における市場価格の平均に基づく場合には、その期間の平均値を用いるべきです。例えば、アーンアウ

ト株式の発行が、10日の取引期間中の5日における一定の目標を上回る出来高加重平均株価に基づくも

のであった場合、報告日までの10日間の株価を用いてこの目標が達成された場合には、当該株式は希薄

化後EPSに算入されることになります。これは、基本的EPSの計算とは対照的に、「権利確定期間」の開始

日前の報告期間であっても該当することになります。 

希薄化後EPSの計算の目的上、上記のガイダンスに基づいて当該条件付株式が分母に含められている場

合、株式が希薄化効果を有するか否かを判定する際には、参加型資本性金融商品であるアーンアウトに

関する取決めについて、分子の調整が必要となります。この調整は、上記の基本的EPSの計算の目的上、

この取決めに対する未分配利益の配分額と等しくなります。 

参加型資本性金融商品に該当しない場合であっても、当該取決めは（上記のとおり）負債契約に分類さ

れ、公正価値で認識され、その公正価値の変動は当期の利益に計上される可能性があります。負債に分

類される場合でかつ条件付株式が上記のガイダンスに基づいて分母に含められる場合、条件付株式の潜

在的な希薄化効果を判定する際には、同様に、負債に分類されるアーンアウト条項に関する公正価値の

調整についても、分子の修正が必要となります。 

  

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financial-statement-presentation-accounting-guide.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financial-statement-presentation-accounting-guide.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financial-statement-presentation-accounting-guide.html
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ワラント 

ほとんどのSPAC取引には、企業の普通株式を購入するためのワラント発行が含まれます。多くの場

合、ワラントは、SPACの設立時には発起人／スポンサーに、そして、SPACのIPO実施時には一般の投

資家に発行されています。また、SPACが法的に事業会社を買収し、追加的な資金調達を行った場合に

は、ワラントがPIPE（私募形式の株式募集・売出）の投資家や一般投資家に発行されることもあります。 

ワラントに関する会計上の検討事項は、アーンアウトの取決めに関する会計上の検討事項と類似してい

ます。ワラントが報酬の性質を有しているかどうか、およびASC718の範囲に含まれるかどうかを決定す

るために、評価を行う必要があります。資金調達を目的とした発行である場合には、ASC480および

ASC815-40を含む、株式転換型の金融商品の会計モデルに基づいて分析する必要があります。これら

のモデルの要素の要約については本資料 の「SPAC合併におけるアーンアウト条項」のセクションを、追

加の情報についてはPwC会計ガイド「Financing transactions」（英語のみ）の関連部分をご参照くださ

い。 

SEC企業財務部ディレクター代理およびSEC主任会計官代理は、2021年4月12日、SPACの設立に関

連して発行されたワラントの会計処理に関する事実パターンについて最近実施した評価に関する公式声

明を公表しました。 

企業自身の株式の参照 

ワラントの会計処理に関するSEC公式声明における主要なメッセージの1つは、SPAC企業によって発行

されたワラントに、誰がワラントを保有するかによって決済金額や決済金額の算出方法が変更される可

能性のある条項が含まれている場合、そのワラントは企業自身の株式を参照しているとはみなされなく

なるという点です。その結果、ワラントは負債に分類され、公正価値で計上され、公正価値の変動は当期

の損益として計上されることになります。 

PwCの経験では、SPACの発起人／スポンサーに対して発行されるワラントには、発起人／スポンサー

が第三者にワラントを譲渡した場合にはワラントの決済金額の算出方法を変える可能性のある多数の特

徴的な条項が存在します。また、一般投資家に向けて発行されるワラントにも、誰がワラントを保有する

かによって決済条件が変更される可能性のある特徴的な条項が存在する可能性があります。ワラントに

関する取決めは注意深く検討し、ワラントの決済金額や決済金額の計算方法を変更させる条項は、その

影響の重要性にかかわらず、SECの公式声明に照らして評価すべきです。 

以下は、ワラントに含まれる条項と、その結果として行われる参照ガイダンスの適用の例です。これらの

例は、ワラントに関する会計的な文献基づいた包括的な分析ではないことに注意する必要があります。

これらの例は、特定の条項に関する参照ガイダンスに基づいた会計上の分析を提供するものです。参照

ガイダンスに基づくワラントの分析においては、すべての条項について個別にも集合的にも注意深く分析

することが求められます。 

例 1-8 

ワラントは、普通株式1株に対して5年間行使可能であり、以下の条項が含まれています。 

• 行使価格は11.50ドルである。 

• 企業の株価が18ドルを超えた場合、企業は0.01ドルでワラントを償還することができる。 

• 企業がワラントの償還を選択した場合に、ワラント保有者はワラントを行使することもできる。 

このような償還条項は、SPACが一般投資家に対して発行するワラントにおいて最も多く見られるもので

す。 

分析 

通常、ワラントは、重要な本源的価値を有する状況においてのみ償還可能であることから、0.01ドルの償

還価格は実質的な決済条件ではないとみなされます。したがって、ワラントの保有者は、企業から0.01ド
ルの支払を受ける代わりにワラントを行使することが予想されます。 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/financing-transactions-debt-equity-instruments.html
https://www.sec.gov/news/public-statement/accounting-reporting-warrants-issued-spacs
https://www.sec.gov/news/public-statement/accounting-reporting-warrants-issued-spacs
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発行者の償還オプションは、（1）株価が18ドルを上回る場合、および（2）発行者がワラントの償還を決定

した場合に、実質的にオプションの満期を短縮します。また、これによるワラントの行使価格やこのワラン

トに基づいて発行される株式数への影響はありません。したがって、この条項は参照ガイダンスのステッ

プ1に基づいて分析を行うことになります。ステップ1において株価とは市場価格を指しますが、この事例

では発行者自身の株式の価格であり、このワラントを償還するという発行者の意思決定は観察可能な市

場価格や指数に該当しません。したがって、このワラントは、開始時において企業自身の株式を参照して

いると考えられます。このワラントが資本性金融商品に分類されるかどうかの判定には、ASC815-40に
基づく追加の分析が求められます。 

例 1-9 

ワラントは、普通株式1株について5年間行使可能であり、以下の条項が含まれています。 

• 行使価格は11.50ドル。 

• 企業の株価が18ドルを超えた場合、企業はワラントを0.01ドルで償還することができる。 

• 企業がワラントを償還することを選択した場合、 

– ワラントの保有者は、ワラントを行使できる。 

– 行使時に株価が10ドルから18ドルまでの間の場合、受け取る株式の数は、行使日における株

価とワラントの満期までの残存期間を用いた「メークホール」表に基づいて決定される。 

• 企業は、SPACのスポンサー／発起人がワラントを保有している間は償還できない。企業は、スポン

サー／発起人がワラントを譲渡した場合にのみ、ワラントを償還することができる。 

分析 

通常、ワラントは、重要な本源的価値を有する状況においてのみ償還可能であることから、0.01ドルの償

還価格は実質的な決済条件ではないとみなされます。したがって、ワラントの保有者は、企業から0.01ド
ルの支払を受ける代わりにワラントを行使することが予想されます。 

例1-8と同様に、発行者の償還オプションによってワラントの満期を短縮可能であるため、このワラントに

は行使の不確実性があり、したがってステップ1に基づいて分析を行うべきです。ステップ1において株価

とは市場価格を指しますが、この事例では発行者自身の株式の価格であり、発行者による償還の意思

決定は観察可能な市場価格や指数に該当しません。 

発行可能株式数は「メークホール」表に従って変動する可能性があるため、このワラントはステップ2に基

づく分析も行わなければなりません。ステップ2での「メークホール」表の分析においては、決済金額は、

誰がワラントを保有しているかに左右される可能性があります。スポンサー／発起人がワラントを保有し

ている場合、保有者の決済金額には「メークホール」表の影響は含まれません。しかし、ワラントが別の

当事者によって保有されている場合には、決済金額に「メークホール」表の影響が含まれる可能性があり

ます。このように、ワラントの保有者はワラントの決済金額に影響を与える可能性があります。ワラントの

保有者は「固定対固定」の価格設定モデルへのインプットではないため、このワラントは企業自身の株式

を参照しておらず、公正価値で負債として計上され、公正価値の変動は当期の損益に計上する必要が

あります。 

これらの条項を分析する際には、ワラントの決済金額が、誰がワラントを保有するかによって影響を受け

るかどうかを理解することが重要です。この例では、スポンサー／発起人に対して発行されたワラントに

は、ワラントが第三者に移転された場合には決済金額を変更する可能性があるという条項が含まれてい

ます。しかし、一般投資家が保有するワラントには、そのような条項が含まれていない可能性がありま

す。ワラントに決済金額や決済金額の計算方法を変更する可能性のある何らかの条項がない場合、ワ

ラントは企業自身の株式を参照しているとみなすことができます。 

PwCは、この例が上述したSECの公式声明で取り上げられた条件の一例であると理解しています。 

例 1-10 

ワラントは、普通株式1株について5年間行使可能であり、以下の条項が含まれています。 
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• 行使価格は11.50ドル。 

• 企業の株価が18ドルを超えた場合、企業はワラントを0.01ドルで償還することができる。 

• 企業がワラントを償還することを選択した場合、ワラントの保有者は、ワラントを行使できる。 

• 企業はSPACのスポンサー／発起人がワラントを保有している間は償還できない。企業は、スポンサ

ー／発起人がワラントを譲渡した場合にのみ、ワラントを償還することができる。 
• 株主が一定の形態の対価を受け取るような支配の変更があった場合に、 

– ワラントの保有者はワラントを行使できるようになる。 

– （ワラントの満期日前に行使されることになるために）失われたオプションの時間的価値を保有

者に補償する目的で、オプションの評価モデルに基づいて行使価格が引き下げられる。 

– 発起人／スポンサーがワラントを保有している場合（第三者に譲渡された場合にワラントを償

還できる企業の能力が反映されない）と第三者が保有している場合（ワラントを償還できる企業

の能力が反映される）とで、オプション評価モデルは異なる仕組みになっている。 

この例では、誰（発起人／スポンサーまたは第三者）がワラントを保有するかに応じてメークホール条項

（行使価格の引き下げ）による算出額が異なります。誰がワラントの保有者かは、「固定対固定」の評価

モデルへのインプットではありません。このワラントは、企業自身の株式を参照しているとはみなされませ

ん。その結果、このワラントは負債に分類され、公正価値で測定され、公正価値の変動は当期損益に計

上されることになります。 

これらの条項を分析する際には、誰がワラントを保有するかによりワラントの決済金額が影響を受けるか

どうかを理解することが重要です。この例では、スポンサー／発起人に対して発行されたワラントには、

ワラントが第三者に移転された場合に決済金額を変更する可能性がある条項が含まれています。しか

し、一般投資家が保有するワラントには、そのような条項が含まれていない可能性があります。ワラント

に決済金額や決済金額の計算方法を変更する可能性のある何らかの条項がない場合、ワラントは企業

自身の株式を参照しているとみなすことができます。 

PwCは、この例が上述したSECの公式声明で取り上げられた条件の一例であると理解しています。 
 

その他にも、ワラントに関する取決めには、誰がワラントを保有するかによって決済金額や決済金額の

計算方法の変更をもたらす条項がある可能性があります。例えば、以下があります。 

• 企業が特定のワラントの償還を選択し、保有者がワラントを行使する場合、保有者が企業の取締役

または役員であれば決済金額が異なる可能性がある。 

• 一部のワラントは、行使時に株式による純額決済を認めている（しばしば、キャッシュレス行使と呼ば

れる）。ワラントに関する取決めによっては、ワラントが発起人／スポンサーによって保有されている

か、または第三者によって保有されているかによって、純額決済の金額（すなわち、引き渡される株

式数）を計算するために使用するインプットが異なる場合がある。例えば、決済は以下に基づいて行

われる可能性がある。 

– スポンサー／発起人によって保有されている場合には10日間のVWAP、他の当事者によって

保有されている場合には10日間の株価の平均終値。 

– スポンサー／発起人によって保有されている場合には行使された日に基づく株価の平均終

値、他の当事者によって保有されている場合には当該ワラントが企業に償還された日に基づく

株価の平均終値。 

SECの公式声明におけるガイダンスによれば、これらのワラントは、保有者が決済金額に影響を与える

ことが可能であり、誰がワラントの保有者かは「固定対固定」の評価モデルへのインプットではないため、

企業自身の株式を参照しているとはみなされないことになります。したがって、これらのワラントは負債に

分類され、公正価値で計上され、公正価値の変動は当期の損益に報告されることになります。 

株主資本への分類 
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下記は、ワラントに含まれる条項、およびその結果としての株主資本への分類に関するガイダンスの適

用例ですが、ワラントに関する会計的な文献に基づいた包括的な分析ではないことに注意する必要があ

ります。この例は、特定の条項について株主資本への分類に関するガイダンスに基づく会計上の分析を

提供するものです。株主資本への分類に関するガイダンスに基づいたワラントの分析においては、すべ

ての条項について個別に注意深く分析し、また、相互関係を考慮することが求められます。 

例 1-11 

企業は、単一のクラスの普通株式と、この普通株式に対して行使可能なワラントを発行しています。行使

時には、ワラントは総額の現物ベースで決済される予定です（ワラント保有者は行使価格を現金で支払

い、株式を受け取る）。ただし、公開買付けが行われ、結果として買手が当該企業の議決権株式の50%
超を所有することとなる場合には、保有者はワラントを行使し、公開買付けに参加した普通株主と同じ形

式の同じ金額の対価を受け取ることができます。 

株主資本への分類に関するガイダンスでは、企業のコントロールが及ばない状況において企業がワラン

トの純額現金決済（または資産の引渡し）を強制される可能性がある場合には、通常、負債への分類が

要求されます。しかし、このモデルには支配の変更条項に関連した例外規定があります（ASC815-40-
55-2から55-6において説明されている）。このガイダンスでは、ワラント保有者がその取引に参加した株

主と同じ形式で対価を受け取る場合には、ワラントの資本への分類は禁止されないとされています。 

PwCは、この事実パターンの公開買付け条項は、ASC815-40におけるガイダンスと矛盾しておらず、

SECの公式声明で検討された事実パターンではないため、資本への分類は禁止されないと考えていま

す。しかし、企業が複数のクラスの普通株式を保有している場合には、資本への分類は禁止される可能

性があります。 

1株当たり利益の検討 

基本的EPS 

ワラントは、通常、基本的EPSの計算では考慮されません。ただし、ワラントが（1）残存する不確実性が

なく、わずかな対価または対価なしで行使可能である場合（例、ペニー・ワラント）には分母の計算に含め

られることになり、（2）参加型証券である場合には分子の計算に含められることになります。ワラントは、

無条件で配当に参加する場合には、参加型証券とみなされることになります。ペニー・ワラントの詳細に

ついては、PwC会計ガイド「Financial statement presentation」（英語のみ）のSection 7.4.3.9を、参加

型証券および2クラス法の詳細については同Section 7.4.2をご参照ください。 

希薄化EPS 

ワラントは、希薄化効果を有する場合には、自己株式方式に基づき、希薄化後EPSの計算に含めなけ

ればなりません。ワラントは、期間中の平均市場価格がワラントの行使価格を上回っている場合には希

薄化効果を有する可能性があります。ワラントが負債に分類される場合、当該期間の金融商品の損益

への影響に関連して、普通株主に帰属する利益への調整が要求されることになります。 

ワラントが上記のアーンアウトに類似した方法で「権利確定期間」の対象となる場合には、当該ワラント

は、ASC260-10-45-48の条件付発行可能株式に関するガイダンスに基づき、希薄化後EPSの計算に含

める必要があります。このアプローチの下では、報告期間の末日が権利確定期間内にある場合で（例え

ば、報告期間の末日の株価に基づき）権利確定要件が満たされる場合、自己株式方式を用いて計算さ

れた増分株式は、希薄化効果を有する場合には、期間の開始時点の希薄化後EPSの分母に含めるべ

きです。ワラントが負債に分類される場合には、当該金融商品の損益への影響に関連して、普通株主に

帰属する利益への調整が要求されることになります。同様に、ワラントが参加型証券である場合、ワラン

トへの利益配分を足し戻すために、普通株主に帰属する利益への調整が要求されます。 

  

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/financial_statement_/financial_statement___18_US/chapter_7_earnings_p_US/74_basic_eps_US/743_denominator_US/7439_penny_warrants_US.html
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プロフォーマ財務情報に関する要求事項 

プロフォーマ財務情報は、通常、Regulation S-X Article11に基づいて要求されるもので、企業結合の会

計上の影響を表示します。2020年5月、SECはArticle11のプロフォーマ財務情報の表示に関する要求

事項を修正しました。新規則は、通常、遅くとも2020年12月31日より後に開始するSEC登録企業の事業

年度の期首までに適用となります。新規則に基づくプロフォーマ財務情報の表示については、In depth 
US2020-04 「SEC amends disclosures rules for acquired and disposed businesses」（英語のみ）を

ご参照ください。 

プロフォーマ財務情報の表示の基礎は、取引について予想される会計処理に依存しており、通常、株主

の償還、関連取引および税務上の地位の変化による影響についての修正が含まれます。 

プロフォーマ財務情報の形式および内容の決定においては、会計上の取得企業の識別が鍵となります。 

ターゲット企業が会計上の取得企業である場合、委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）

におけるプロフォーマ財務情報には、主として、SPAC企業から受け取る資本注入、および、該当する場

合には、PIPEの投資者から受け取る資本の影響を反映させます。de-SPAC取引で交換される公開株式

の数に関して不確実性がある（すなわち、一部の公開株式の株主は、取引完了前に保有株式を現金で

償還する可能性がある）ため、一般に、プロフォーマ情報には、公開株式の株主への償還が最少となる

場合と最大となる場合の両方のシナリオを表示します。ターゲット企業が会計上の取得企業である場合

のプロフォーマ財務情報の形式について、図表1-2をご参照ください。 

図表1-2 

プロフォーマ財務情報の表示例 

20X0年12月31日  償還なしを仮定  最大額の償還を仮定 

SPACの 
過去の財務情報 

ターゲットの 
過去の財務情報  プロフォーマ 

調整（1） 合計  プロフォーマ 
調整（1） 

（1） プロフォーマ調整は、取引の会計処理に関する調整と企業による自主的な調整で構成され、必要に応

じて独立した欄を設けて表示されます。経営者による修正（例えば、買収や処分によるシナジーや負の

シナジー）は、その表示が取引のプロフォーマの影響の理解を高めると経営者が考え、かつ一定の条

件を満たす場合に、経営者の裁量によりプロフォーマ財務諸表の注記にのみ表示することができま

す。 

SPACが会計上の取得企業である場合には、ターゲット企業に取得の会計処理を適用した企業結合が

プロフォーマの表示に反映されます。 

その他の典型的なプロフォーマ調整には、以下が含まれます。 

• SPACのIPOの引受業者に対する繰延報酬の支払 

• SPACとターゲット企業の取引コスト 

• 取引完了時におけるターゲット企業による債務の返済 

• 償還可能優先株式の普通株式への転換 

• SPACの信託勘定に係る投資収益の消去 

• 関連する債務が返済された場合の支払利息の消去 

• 償還可能な転換権付優先株式の累積配当金の消去 

• 未払法人所得税および関連する税金科目の調整 

• 報酬または権利確定条件の変更に伴う株式報酬の増分費用 

• de-SPACに関連するさまざまな取引がEPSに与える影響 

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-04-sec-amends-disclosure-rules-acquired-disposed-businesses.pdf
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-04-sec-amends-disclosure-rules-acquired-disposed-businesses.pdf
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委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）の

提出に関する要求事項 

委任状説明書またはForm S-4（委任状説明書を含む）に含まれる追加的な開示には以下があります。 

• Regulation S-K Item 101「事業の説明」、Regulation S-K Item 103「法的手続」、Regulation S-K 
Item 105「リスク要因」 

Item 105「リスク要因」の目的は、有価証券に対する投資がリスクを伴う可能性のある要因の説明を

記載することです。SPAC取引に関連して、ターゲット企業の財務報告に係る内部統制（ICFR）は監査

対象ではなかったにもかかわらず重要な欠陥が識別される場合があります。経営者は、ターゲット企

業に重要な欠陥がある場合には、リスク要因のセクションへの記載を検討すべきです。de-SPAC取引

が伝統的なIPOと類似していることを考慮すると、PwCの「Market Overview： Material weakness 
disclosures in an IPO」（英語のみ）に記載の開示の傾向に関する検討が有用である可能性がありま

す。 

2020年11月に発効したItem 101、Item 103、Item 105に関する規則変更の影響については、In 
depth US2020-08 「Navigating the SEC's amended Regulation S-K disclosure rules」（英語の

み）をご参照ください。 

• Regulation S-K Item 303「MD&A」には、表示した期間の経営成績の協議、流動性に重要な影響を

与える既知の傾向または不確実性が含まれます。 

注：2020年11月、SECはRegulation S-Kを修正して、MD&Aの最新化、簡素化、拡充（Regulation 
S-K Item 303）、補足的財務情報の合理化（Regulation S-K Item 302）、および特定の要約財務デ

ータの提供の要求事項の廃止（Regulation S-K Item 301）を行いました。修正規則は2021年1月11
日に連邦官報に公表され、2021年2月10日に発効します。しかし、政権交代に伴って、バイデン政権

がこれらの修正規則の発効日を延期する可能性があります。企業は、発効日に変更があるかどうか

について専門家と協議すべきです。修正規則に関する解説は、In depth US2020-09 「SEC amends 
MD&A and eliminates selected financial data」（英語のみ）をご参照ください。 

• ターゲット企業による重要な取得 

ターゲット企業が何らかの「重要な」取得を行っている場合には、委任状説明書またはForm S-4（委
任状説明書を含む）におけるターゲット企業の財務諸表に被取得企業の過去の監査済財務諸表を添

付することが要求されます。さらに、プロフォーマ財務情報には、ターゲット企業の重要な取得の影響

を反映することになります。重要性は、Regulation S-X Rule1-02(w)で定義されているテストを適用す

ることによって判定します。In depth US2020-04 「SEC amends disclosures rules for acquired and 
disposed businesses」（英語のみ）をご参照ください。 

• 1株当たり情報に関する比較情報 

過去およびプロフォーマの1株当たり情報は、比較ベースで表示することが要求されています。1株当

たりの比較情報は、1株当たりのデータ（プロフォーマ）に株式の交換比率を乗じて算出されます。この

ような1株当たりの比較情報は、帳簿価額、現金配当、および継続事業からの利益（損失）について表

示することが要求されます。 

  

https://www.pwc.com/us/en/services/deals/library/assets/pwc-material-weakness-disclosures-in-an-ipo.pdf
https://www.pwc.com/us/en/services/deals/library/assets/pwc-material-weakness-disclosures-in-an-ipo.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/in_depths/2020/us2020-08--navigating-the-secs-amended-regulation-s-k-disclosure-rules/US-2020-08--Navigating-the-SECs-amended-Regulation-S-K-disclosure-rules/US-2020-08--Navigating-the-SECs-amended-Regulation-S-K-disclosure-rules.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/in_depths/2020/us2020-08--navigating-the-secs-amended-regulation-s-k-disclosure-rules/US-2020-08--Navigating-the-SECs-amended-Regulation-S-K-disclosure-rules/US-2020-08--Navigating-the-SECs-amended-Regulation-S-K-disclosure-rules.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-09-sec-amends-mda-financial-data.pdf
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-04-sec-amends-disclosure-rules-acquired-disposed-businesses.pdf
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Super 8-K 

図表1-3は、de-SPAC取引の完了から4営業日以内に提出されるSuper 8-Kに通常含まれる項目を示し

ています。SEC登録企業は、Form 8-Kの報告要求事項に関して、法律顧問との協議を検討すべきで

す。 

 図表1-3 

一般的なSuper 8-Kの報告義務 

Item No. タイトル 説明 

1.01 重要な正式契約書の締結 SPACが公開シェルカンパニーでなくなるような影響があ

る重要な契約の開示。 

2.01 資産の取得または処分の

完了 
関係当事者、移転された対価（株式や現金など）および

Form 10による有価証券の登録に必要な情報を含む、

SPAC合併に関する記述。 

3.02* 発行登録によらない持分

証券発行 
株式が（例えば、PIPE取引において）個人投資家に売却

された場合や、ターゲット企業の所有者がSPAC合併の

一環として株式を受け取った場合に記載する。 

4.01* SEC登録企業の公認会計

士の変更 
SPACとターゲット企業の外部監査人が同じではない場

合に記載する（SPAC合併の場合によくある）。 

5.01 SEC登録企業の支配の変

更 
ターゲット企業の所有者が、ターゲット企業に対する所有

者持分と交換に結合後企業の株式を受け取る場合に記

載が要求される。このセクションには、Form 10による有

価証券の登録に必要な情報が記載されていなければな

らない。 

5.02* 取締役または特定の役員

の退任、取締役の選任、

特定の役員の任命、およ

び特定の役員の報酬契約 

一般的に、ターゲット企業の役員（CEO、CFOなど）は、

SPACの役員に置き換わり、結合後企業の役員としての

勤務を継続する。ターゲット企業は、通常、取締役会のう

ちの一定人数の取締役を選任することができる。 

5.03* 定款の修正、事業年度の

変更 
ターゲット企業の事業年度末がSPACと同一ではなく、か

つ、結合後企業が事業年度を変更する場合や、委任状説

明書または登録届出書に開示されていない定款または

規約の変更を行った場合に記載が要求される。 

5.06 シェルカンパニーのステー

タスの変更 
事業会社を買収した結果、SPACがもはやシェルカンパニ

ーではなくなった場合に記載が要求される。 

9.01 財務諸表および添付資料 プロフォーマ財務情報および開示は、一般的に、最終的

なSPAC株主への償還ならびにSPAC合併完了時に確定

したその他の条件および情報を反映するように更新する

必要がある。財務情報は、通常、失効日に基づいて更新

される。 

* 合併の取引状況に応じて記載される可能性がある項目。 

財務報告の不一致 

場合によっては、財務諸表の日付に関する要求事項により、合併完了前のターゲット企業の直近の四半

期末または事業年度末の財務諸表がSuper 8-Kに含まれない状況が生じることがあります。しかし、報



当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

In depth | 27 

告企業は、合併後のSECの定期的な報告要求事項の対象となるため、財務報告の不一致を防ぐことを

目的として、該当する場合は、ターゲット企業の直近の四半期または事業年度末の財務諸表を含んだ修

正後のForm 8-Kを（Form 8-K/Aを用いて）提出しなければなりません。 

Form 8K/Aの提出期限はSPACの早期提出企業のステータスに基づいており、ターゲット企業の期末日

からの日数によって決まります（事業年度末および期中報告期間末からの日数は、大規模早期提出企

業の場合それぞれ60日および40日、早期提出企業はそれぞれ75日および40日、非早期提出企業はそ

れぞれ90日および45日となります）。 

合併の完了が四半期末日後または事業年度末日後であるが、SPACのForm 10-Qまたは10-Kの提出

前である場合、SPACは引き続きForm 10-Qまたは10-Kの提出を要求されることになります。 

監査人の変更 

法的な取得企業または発行企業およびターゲット企業の双方の直近の財務諸表について同一の監査人

が報告している場合を除き、逆取得による監査人の変更が生じます。 

逆取得の完了を報告するために提出されるForm 8-Kには、Regulation S-K Item 4.01に基づき、Item 
304で要求される関与監査人の変更を開示しなければなりません。今後SEC登録企業の財務諸表に関

与しない監査人は、前任監査人として取り扱われます。買収完了を報告する最初のForm 8-Kの提出時

点で引き続き監査人となる会計事務所が決定されていない場合、当該決定が行われた日から4営業日

以内に、別途、Form 8-K Item 4.01を提出しなければなりません。SEC 財務報告マニュアル（FRM）

4520.3aをご参照ください。SEC登録企業は、逆取得の完了を報告する最初のForm 8-Kにおいて、監査

人に関する意思決定が行われていない旨に言及するかどうかを考慮すべきです。 

さらに、ターゲット企業の直近に終了した2事業年度中またはその後の逆取得の日までの期間に発生し

たターゲット企業の監査人の変更に関して、Regulation S-K Item 304が要求する開示を行わなければ

なりません。このような開示は、会計上の取得企業の財務諸表を含める最初の提出書類に含めなけれ

ばなりません。この開示は、Form 8-K Item 4.01の開示に加えて行われます。SEC FRM 4520.3（b）を
ご参照ください。 
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合併後のその他の検討事項 

合併取引の後、結合後企業はSECの継続的な報告要求事項を遵守しなければなりません。次の領域

は、報告企業にとって、追加的な分析および労力が必要となる可能性があります。すなわち、追加的な

有価証券の登録、提出企業のステータスの決定、財務報告に係る内部統制に関するSECの開示要求事

項の遵守です。  

追加株式の登録 

SPACの合併終了後、報告企業は通常、公募および私募のワラントに関連する発行可能株式を登録す

る必要があり、また、新たに導入した株式報酬制度に関連する株式を登録する必要がある場合もありま

す。 

通常、これらの株式の登録はForm S-1で行われます。SECは、合併前のSPAC企業の財務報告の履歴

に基づき、合併後の企業がForm S-3を使用する要件を満たしているかどうかについて検討を行っていま

す。SPAC取引におけるForm S-3の要求事項については、米国証券法に基づく各書式（Form）に関する

コンプライアンスおよび開示に関する解釈指針（C&DI）115.18をご参照ください。 

企業は、新たに発行された株式に関連するForm S-1の提出または株式報酬制度の下で発行可能な株

式を登録するForm S-8の提出に関して、これらの書類に含まれる（または、必要に応じてForm S-8の参

照方式により組み込まれている）財務諸表を失効日に合わせて更新する必要があるかどうかを考慮しな

ければなりません。Form S-1またはForm S-8による開示要求事項は、過去にSPACの合併に関連して

提出した書類の要求事項とは異なる可能性があります。例えば、Form S-1には、Regulation S-K Item 
302「補足的財務情報」で要求される情報、すなわち、委任状説明書もしくはForm S-4（委任状説明書を

含む）またはSuper 8-Kにおいては要求されていなかったターゲット企業についての情報が含まれます。 

注：2020年11月、SECはRegulation S-Kを修正し、補足的財務情報（Regulation S-K Item 302）を簡素

化しました。修正規則は2021年1月11日に連邦官報に公表され、2021年2月10日に発効します。政権交

代に伴って、バイデン政権がこれらの修正規則の発効日を延期する可能性があります。企業は、発効日

に変更があるかどうかについて専門家と協議すべきです。修正後規則に関する解説は、In depth 
US2020-09「SEC amends MD&A and eliminates selected financial data」（英語のみ）をご参照くださ

い。 

早期提出企業、EGCおよびSRCのステータス 

PwCは、逆取得の完了は、SEC登録企業の早期提出企業ステータスの再評価を求める要求事項の適

用をもたらすものではないと理解しています。したがって、SEC登録企業である法的な取得企業または発

行企業は、次回の判定日まで、早期提出企業のステータスを保持することになります。 

報告企業がEGCまたはSRCとしてのステータスに該当する場合には、そのステータスであることによっ

てさまざまなSEC提出書類に含めるべき情報の種類や会計基準の適用時期が変わってきます。 

合併後の報告企業が引き続きEGCとして適格と認められるかどうかは、収益、SPACのIPO後の経過期

間、社債の発行および早期提出企業のステータスに左右されます。企業は、特に、報告企業の年間収益

が10億7000万ドルを上回るかどうか、また報告企業の浮動株の時価総額が第2四半期末時点で7億ド

ルを上回るかどうかに注意を払うべきです。いずれに該当する場合も、合併後の報告企業は、合併完了

後の年度においてEGCとしての要件を満たさなくなり、EGCのステータスを失った場合のForm 10-Kや
登録届出書における影響（PBE用スケジュールでの会計基準適用など）を考慮する必要が生じることに

なります。 

 
 

質問 1.3 

de-SPAC取引の完了およびリバース・リキャピタリゼーションによって、de-SPAC取引の完了時点で

SRCステータスの再評価を求める要求事項が適用されることになるでしょうか。 

https://www.sec.gov/corpfin/securities-act-forms
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-09-sec-amends-mda-financial-data.pdf
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2020-09-sec-amends-mda-financial-data.pdf


当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwCの回答 

PwCは、リバース・リキャピタリゼーションとして会計処理される（すなわち、会計上の取得企業は非公開

のターゲット企業である）逆取得の完了は、通常、SEC登録企業のSRCのステータスの再評価を求める

要求事項の適用を生じさせるものではないと理解しています。法的な取得企業または発行企業がSRC
である場合、通常は、次回の判定日までそのステータスを保持することになります。 

SRCの定義を満たさなくなった既存のSEC登録企業に関する開示要求事項については、2012年3月に

開催されたCAQのSEC規則委員会における議論の概要をご参照ください。 

 

財務報告に係る内部統制（ICFR: Internal control over financial 
reporting） 

公開企業は2002年サーベンス・オクスレー法（企業改革法）の遵守が義務付けられており、これには同

法404条（a）に基づく発行企業のICFRに関する経営者の年次評価と、同法404条（b）に基づく発行企業

の独立監査人による年次証明報告書が含まれています。過去にSPACが行ったIPOにより、SPACが

Form 10-Kによる最初の年次報告書を提出している場合には、報告企業は移行期の財務報告の免除を

受けることのできる新規の公開企業とはみなされません。 

SECスタッフは、米国証券取引法に基づく定期報告書における財務報告に係る内部統制の経営者報告

書および開示証明に関するSEC規則に対するFAQ #3の中で、当事業年度中に完了した重要な企業結

合については、必ずしもICFRの評価が実施できるとは限らないと指摘しています。これに該当する場

合、経営者は、取得した事業年度におけるICFRの評価から必な企業の統制を除外することができます。 

法的な取得企業または発行企業が合併前から存在するSEC登録企業のシェルカンパニー（SPAC）であ

り、会計上の取得企業が非公開会社である場合、SECスタッフは、評価日時点で法的な取得企業または

発行企業の内部統制がもはや存在しない可能性があること、または、結合後企業と比較すると法的な取

得企業または発行企業の資産、負債および事業の重要性が低い可能性があることを認識しています。

ICFRの評価ができない場合には、SECスタッフは、結合後企業に対し、逆取得が完了した事業年度の

財務報告に係る内部統制に関する経営者の評価（および、必要な場合には関連する監査報告書）の免

除を認めています。経営者による内部統制の評価の代わりに、発行企業は、経営者による評価が報告

書に記載されなかった理由、特に、評価を実施する経営者の能力に当該取引が及ぼす影響および評価

が実施された場合の評価の範囲について開示しなければなりません。発行企業と非公開事業会社の逆

取得に関連するICFRに関する追加的な情報については、Regulation S-K C&DI 215.02をご参照くださ

い。 

上記の状況においてFrom 10-Kから経営者の報告書が除外された場合も、最高経営責任者（CEO）／

最高財務責任者（CFO）によるSection 302に基づく証明書には、ICFRに関する文言をparagraph 4の
導入部分およびparagraph 4（b）に含めなければなりません。すなわち、この証明書には、Regulation 
S-K Item 601（31）（4a~4dを含みます）に規定されるItem 4をすべて含める必要があります。 

SEC登録企業は、ICFRおよび証明書の要求事項に関して法律顧問との協議を検討すべきです。 

SPACの合併が年度末の直後に完了し、企業がターゲット企業の直近に終了した事業年度についての

監査済年次財務諸表を含めるよう修正した後のForm 8-Kを提出する場合、当該Form 8-Kは、企業の最

初の年次報告書とみなされます。したがって、その後のForm 10-Kの提出書類では、取得した事業の

ICFRに関する経営者の報告書は除外されない可能性があります。 
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