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国名  条文 仮訳 

米国 

Code of Federal Regulations  240. 14a-16 
(a)(1) A registrant shall furnish a proxy statement pursuant to 
§240.14a-3(a), or an annual report to security holders 
pursuant to §240.14a-3(b), to a security holder by sending 
the security holder a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials, as described in this section, 40 calendar days or 
more prior to the security holder meeting date, or if no 
meeting is to be held, 40 calendar days or more prior to the 
date the votes, consents or authorizations may be used to 
effect the corporate action, and complying with all other 
requirements of this section. 
 
(2) Unless the registrant chooses to follow the full set delivery 
option set forth in paragraph (n) of this section, it must 
provide the record holder or respondent bank with all 
information listed in paragraph (d) of this section in sufficient 
time for the record holder or respondent bank to prepare, 
print and send a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials to beneficial owners at least 40 calendar days 
before the meeting date. 
 
(b)(1) All materials identified in the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials must be publicly accessible, 
free of charge, at the Web site address specified in the notice 
on or before the time that the notice is sent to the security 
holder and such materials must remain available on that Web 
site through the conclusion of the meeting of security holders. 

連邦規則集240. 14a-16 
(a)(1)登録者(注1)は、本条に記載のとおり、株主総会の40日以

上前、若しくは総会が開催されない場合は、コーポレートアクショ
ン(注2)を行うのに必要な議決、同意、承認を得る日の40日以上

前に、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」
を株主に送付し、かつ本条の他の全ての要求事項を遵守するこ
とで、240.14a-3(a)に基づく委任状説明書、若しくは240.14a-
3(b)にて義務づけられている株主宛て年次報告書を株主に提供
する。 
 
 
 
(2)登録者が本条の段落(n)に規定されている「フルセット・デリバ
リー方式(Full Set Delivery Option)」を選択しない限り、登録者

は登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行が「委
任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を準備、
印刷、そして少なくとも総会の40日前に実質株主に送付できるよ
うに、本条の段落(d)に掲げられた全ての情報を十分な期間内に

登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行に提供し
なければならない。 
 
(b)(1) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」

にて特定された全ての総会資料は、株主に本通知が送付された
日若しくはそれまでに、本通知で指定されたウェブサイトのアドレ
スにて、公衆が無償でアクセスできる状態にしておかなくてはなら
ない。そして、それらの総会資料は、株主総会の終結までウェブ
サイトにて開示されていなければならない。 
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(注1)上場会社等、証券をSECに登録し、定期的にSECに報告書を提出している会社。 
(注2)資本構成や財務状況に影響する、全ての企業活動（合併、分割や再編成、株式分割等）。  



国名  条文 仮訳 

米国 

(2) All additional soliciting materials sent to security holders 
or made public after the Notice of Internet Availability of 
Proxy Materials has been sent must be made publicly 
accessible at the specified Web site address no later than the 
day on which such materials are first sent to security holders 
or made public. 
 
(3) The Web site address relied upon for compliance under 
this section may not be the address of the Commission's 
electronic filing system. 
 
(4) The registrant must provide security holders with a means 
to execute a proxy as of the time the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials is first sent to security holders. 
 
(c) The materials must be presented on the Web site in a 
format, or formats, convenient for both reading online and 
printing on paper. 
 
(d) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials must 
contain the following: 
 
(1) A prominent legend in bold-face type that states 
“Important Notice Regarding the Availability of Proxy 
Materials for the Shareholder Meeting To Be Held on [insert 
meeting date]”; 

(2)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」が

送付された後に、株主に送付された、若しくは公表された全ての
追加の勧誘書類は、それらの資料が株主に最初に送られた日、
若しくは公表された日までに、指定されたウェブサイトのアドレス
にて公衆がアクセスできる状態にしておかなくてはならない。 
 
 
(3)本条に準拠したウェブサイトのアドレスは、証券取引委員会の
電子ファイリングシステムのアドレスとならない場合もある。 
 
 
(4)登録者は、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す

る通知」が株主に最初に送られた時点で、株主が議決権を代理
行使する手段を提供しなければならない。 
 
(c)総会資料はオンライン上での閲覧、若しくは紙への印刷両方
に適した様式でウェブサイト上に提供されなければならない。 
 
 
(d) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」に
は、次の事項を含めなくてはならない。 
 
(1)表題（「[日付を挿入]に開催される株主総会の委任状参考資
料の入手に関する重要なお知らせ 」 (“Important Notice 
Regarding the Availability of Proxy Materials  for the 
Shareholder Meeting To Be Held on [insert meeting date]”)と
太字で記載したもの） 
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国名  条文 仮訳 

米国 

(2) An indication that the communication is not a form for 
voting and presents only an overview of the more complete 
proxy materials, which contain important information and are 
available on the Internet or by mail, and encouraging a 
security holder to access and review the proxy materials 
before voting; 
 
(3) The Internet Web site address where the proxy materials 
are available; 
 
(4) Instructions regarding how a security holder may request 
a paper or e-mail copy of the proxy materials at no charge, 
including the date by which they should make the request to 
facilitate timely delivery, and an indication that they will not 
otherwise receive a paper or e-mail copy; 
 
(5) The date, time, and location of the meeting, or if corporate 
action is to be taken by written consent, the earliest date on 
which the corporate action may be effected; 
 
(6) A clear and impartial identification of each separate 
matter intended to be acted on and the soliciting person‘s 
recommendations, if any, regarding those matters, but no 
supporting statements; 
 
(7) A list of the materials being made available at the 
specified Web site; 

(2)本通知は議決権行使書面ではなく、また重要情報が記載され

た、インターネット若しくは郵送で入手可能な、より詳細な委任状
参考資料の概要を示すものにすぎないこと、並びに株主に対して
議決権行使の前に当該委任状参考資料にアクセスし閲覧するこ
とを推奨する文言 
 
 
(3)委任状参考資料が入手可能なインターネットウェブサイトのア
ドレス 
 
(4)株主が委任状参考資料の書面コピー若しくは電子メールコ

ピーを無償で請求する方法、タイムリーな送付のために株主が請
求すべき日付、請求しなければ委任状参考資料の書面コピー若
しくは電子メールコピーを受け取ることはできない旨 
 
 
(5)総会の日時と場所、若しくはコーポレートアクションに書面で同
意する場合、コーポレートアクションが効力を発する最も早い日 
 
 
(6)付議する各議案に対する明瞭かつ偏りのない記載、該当する

場合には、各議案に対する勧誘者の推奨内容。ただし、支持する
理由は含めない。 
 
 
(7)指定されたウェブサイトにて入手可能な総会資料のリスト 
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国名  条文 仮訳 

米国 

(8) A toll-free telephone number, an e-mail address, and an 
Internet Web site where the security holder can request a 
copy of the proxy statement, annual report to security holders, 
and form of proxy, relating to all of the registrant's future 
security holder meetings and for the particular meeting to 
which the proxy materials being furnished relate; 
 
(9) Any control/identification numbers that the security holder 
needs to access his or her form of proxy; 
 
(10) Instructions on how to access the form of proxy, 
provided that such instructions do not enable a security 
holder to execute a proxy without having access to the proxy 
statement and, if required by §240.14a-3(b), the annual 
report to security holders; and 
 
(11) Information on how to obtain directions to be able to 
attend the meeting and vote in person. 
 
(e)(1) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials 
may not be incorporated into, or combined with, another 
document, except that it may be incorporated into, or 
combined with, a notice of security holder meeting required 
under state law, unless state law prohibits such incorporation 
or combination. 

(8)株主が、登録者の今後全ての総会、及び提供されている委任

状参考資料に関連する特定の総会についての委任状説明書、
株主宛て年次報告書、委任状用紙を請求することができる無料
の電話番号、電子メールアドレス、インターネットのウェブサイトア
ドレス 
 
 
(9)株主が委任状用紙にアクセスするために必要な管理番号、若
しくは識別番号 
 
(10)委任状用紙へアクセスする方法の説明。ただし、委任状説明
書、及び240.14a-3(b)にて義務付けられている場合には、株主

宛て年次報告書にアクセスすることなしに、株主が議決権を代理
行使できるものであってはならない。 
 
 
(11)総会へ出席し本人が投票するための案内を得る方法に関す
る情報 
 
(e)(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」

は、州法にて禁止されていない限り、州法による株主総会招集通
知へ組み込み、若しくは組み合わせることは可能だが、それ以外
の場合、他の書類への組み込み、若しくは組み合わせることはで
きない。 

6 



国名  条文 仮訳 

米国 

(2) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials may 
contain only the information required by paragraph (d) of this 
section and any additional information required to be 
included in a notice of security holders meeting under state 
law; provided that: 
 
(i) The registrant must revise the information on the Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials, including any title to 
the document, to reflect the fact that: 
(A) The registrant is conducting a consent solicitation rather 
than a proxy solicitation; or 
(B) The registrant is not soliciting proxy or consent authority, 
but is furnishing an information statement pursuant to 
§240.14c-2; and 
 
(ii) The registrant may include a statement on the Notice to 
educate security holders that no personal information other 
than the identification or control number is necessary to 
execute a proxy. 
 
(f)(1) Except as provided in paragraph (h) of this section, the 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials must be 
sent separately from other types of security holder 
communications and may not accompany any other 
document or materials, including the form of proxy. 

(2)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」に
は、本条の段落(d)の情報及び州法に基づき株主総会招集通知
に含めるべき追加情報のみを含めることができる。ただし、 
 
 
 
(i)登録者は、次の事項を反映するため、資料の表題を含め、「委

任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」の情報を
修正しなければならない。 
(A) 登録者は委任状勧誘ではなく、同意勧誘を実施している。若
しくは 
(B)登録者は委任状若しくは同意権の勧誘ではなく、240.14c-2に
基づく情報説明書(注)を提供している。 
 
 
(ii)登録者は、議決権の代理行使をするためには、識別番号若し

くは管理番号以外に個人情報は必要ないということを株主に伝え
るための文言を本通知に含めることができる。 
 
 
(f)(1)本条の段落(h)に規定されている場合を除き、「委任状参考

資料のインターネットでの入手に関する通知」は、他の株主宛て
文書とは別に送付しなければならず、委任状用紙を含む他の文
書もしくは資料を添付することはできない。 
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(注)委任状の勧誘を行わない場合に、勧誘が行われた場合送付することが必要とされている情報に実質的に等しい情報を提供する書類(1934年証
券取引所法第14条(c))。 
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米国 

(2) Notwithstanding paragraph (f)(1) of this section, the 
registrant may accompany the Notice of Internet Availability 
of Proxy Materials with: 
 
(i) A pre-addressed, postage-paid reply card for requesting a 
copy of the proxy materials; 
 
(ii) A copy of any notice of security holder meeting required 
under state law if that notice is not combined with the Notice 
of Internet Availability of Proxy Materials; 
 
(iii) In the case of an investment company registered under 
the Investment Company Act of 1940, the company‘s 
prospectus, a summary prospectus that satisfies the 
requirements of §230.498(b) of this chapter, or a report that 
is required to be transmitted to stockholders by section 30(e) 
of the Investment Company Act (15 U.S.C. 80a-29(e)) and 
the rules thereunder; and 
 
(iv) An explanation of the reasons for a registrant‘s use of the 
rules detailed in this section and the process of receiving 
and reviewing the proxy materials and voting as detailed in 
this section. 

(2)本条の段落(f)(1)にかかわらず、登録者は「委任状参考資料

のインターネットでの入手に関する通知」に次の文書もしくは資料
を添付することができる。 
 
(i)委任状参考資料のコピーを請求するための、住所記入済、郵
便料金支払済みの返信用はがき 
 
(ii)株主総会招集通知が、「委任状参考資料のインターネットでの

入手に関する通知」と組合せされていない場合、州法に基づく株
主総会招集通知のコピー 
 
(iii)1940年投資会社法に基づき登録された投資会社の場合は、
会社の目論見書、この章の230.498(b)の要求事項を満たす要約
目論見書、若しくは投資会社法(15 U.S.C. 80a-29(e))の30(e)項
及びそれに基づく規則により株主に送る必要のある報告書 
 
 
 
 
(iv)登録者が本条に詳述された規則を利用する理由、及び本条

に詳述されている、委任状参考資料を受け取り、閲覧し、投票す
るプロセスに関する説明 
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(g) Plain English.  
 
(1) To enhance the readability of the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials, the registrant must use plain 
English principles in the organization, language, and design 
of the notice. 
 
(2) The registrant must draft the language in the Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials so that, at a minimum, 
it substantially complies with each of the following plain 
English writing principles: 
 
(i) Short sentences; 
(ii) Definite, concrete, everyday words; 
(iii) Active voice; 
(iv) Tabular presentation or bullet lists for complex material, 
whenever possible; 
(v) No legal jargon or highly technical business terms; and 
(vi) No multiple negatives. 
 
(3) In designing the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials, the registrant may include pictures, logos, or 
similar design elements so long as the design is not 
misleading and the required information is clear. 

(g) 明瞭な英語  
 
(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を

読みやすくするため、登録者は本通知の構成、言葉づかい、デザ
インにおいて明瞭な英語の原則を使用しなければならない。 
 
 
(2)登録者は、少なくとも、次の明瞭な英語の書き方の原則に実

質的に従うように「委任状参考資料のインターネットでの入手に
関する通知」をドラフトしなければならない。 
 
 
(i)短文 
(ii)明瞭、具体的、日常的に使われている言葉 
(iii)能動態 
(iv)複雑な資料に関して、表や箇条書きを使用する 
可能な場合は、 
(v)法律用語や高度な専門用語を使用しない 
(vi)重複する否定表現を使用しない 
 
(3) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を

デザインする際、登録者は、そのデザインが誤解を与えるような
ものではなく、必要な情報が明確である場合に限り、絵やロゴ、
若しくは同様のデザイン的要素を含めることができる。 
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(h) The registrant may send a form of proxy to security 
holders if: 
 
(1) At least 10 calendar days or more have passed since the 
date it first sent the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials to security holders and the form of proxy is 
accompanied by a copy of the Notice of Internet Availability 
of Proxy Materials; or 
 
(2) The form of proxy is accompanied or preceded by a copy, 
via the same medium, of the proxy statement and any annual 
report to security holders that is required by §240.14a-3(b). 
 
(i) The registrant must file a form of the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials with the Commission pursuant 
to §240.14a-6(b) no later than the date that the registrant 
first sends the notice to security holders. 

(h) 次の場合、登録者は委任状用紙を株主に送付することができ
る。 
 
(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を
株主に最初に送付した日から少なくとも10日以上経過しており、

委任状用紙が「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」のコピーに添付される。若しくは、 
 
 
(2)委任状用紙とともに、もしくは同様の媒体で、240.14a-3(b)に
て義務付けられている委任状参考資料及び株主宛て年次報告
書のコピーを先に送付する場合 
 
(i)登録者は、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」を株主に最初に送付する日までに、240.14a-6(b)に基づ
き、本通知を証券取引委員会に提出しなければならない。 
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(j) Obligation to provide copies.  
 
(1) The registrant must send, at no cost to the record holder 
or respondent bank and by U.S. first class mail or other 
reasonably prompt means, a paper copy of the proxy 
statement, information statement, annual report to security 
holders, and form of proxy (to the extent each of those 
documents is applicable) to any record holder or respondent 
bank requesting such a copy within three business days after 
receiving a request for a paper copy. 
 
(2) The registrant must send, at no cost to the record holder 
or respondent bank and via e-mail, an electronic copy of the 
proxy statement, information statement, annual report to 
security holders, and form of proxy (to the extent each of 
those documents is applicable) to any record holder or 
respondent bank requesting such a copy within three 
business days after receiving a request for an electronic copy 
via e-mail. 
 
(3) The registrant must provide copies of the proxy materials 
for one year after the conclusion of the meeting or corporate 
action to which the proxy materials relate, provided that, if the 
registrant receives the request after the conclusion of the 
meeting or corporate action to which the proxy materials 
relate, the registrant need not send copies via First Class 
mail and need not respond to such request within three 
business days. 

(j) コピー提供の義務  
 
(1)登録者は、書面コピーの請求を受けた日から3営業日以内に、

登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行に、無償
で、アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメール若しくは他
の合理的に迅速な手段により、委任状参考資料、情報説明書、
株主宛て年次報告書、及び委任状用紙（これらの資料が該当す
る範囲内で）の書面コピーを送付しなければならない。 
 
 
 
(2)登録者は、電子メールにて電子コピーの請求を受けた日から3
営業日以内に、登録株主若しくは株式の保管業務を受託してい
る銀行に、無償で、電子メールにて、委任状参考資料、情報説明
書、株主宛て年次報告書、及び委任状用紙（これらの資料が該
当する範囲内で）の電子コピーを送付しなければならない。 
 
 
 
 
(3)登録者は、委任状参考資料に関連する総会若しくは、コーポ
レートアクション終結後1年間は、委任状参考資料のコピーを提

供しなければならない。ただし、委任状参考資料に関連する総会
若しくは、コーポレートアクション終結後に請求を受けた場合は、
アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメールにて送付する必
要はなく、また請求から3営業日以内にその請求に対応する必要
はない。 
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(4) The registrant must maintain records of security holder 
requests to receive materials in paper or via e-mail for future 
solicitations and must continue to provide copies of the 
materials to a security holder who has made such a request 
until the security holder revokes such request. 
 
(k) Security holder information.  
 
(1) A registrant or its agent shall maintain the Internet Web 
site on which it posts its proxy materials in a manner that 
does not infringe on the anonymity of a person accessing 
such Web site. 
 
(2) The registrant and its agents shall not use any e-mail 
address obtained from a security holder solely for the 
purpose of requesting a copy of proxy materials pursuant to 
paragraph (j) of this section for any purpose other than to 
send a copy of those materials to that security holder. The 
registrant shall not disclose such information to any person 
other than an employee or agent to the extent necessary to 
send a copy of the proxy materials pursuant to paragraph (j) 
of this section. 
 
(l) A person other than the registrant may solicit proxies 
pursuant to the conditions imposed on registrants by this 
section, provided that: 

(4)登録者は、今後の勧誘に関して、総会資料を書面若しくは電

子メールのいずれで受領したいかという株主からの要求の記録
を保持しなくてはならず、また株主が当該請求を撤回するまで、
株主に総会資料のコピーを提供し続けなければならない。 
 
 
(k) 株主情報  
 
(1)登録者若しくはその代理者は、委任状参考資料が提供されて

いるインターネットのウェブサイトにアクセスする人の匿名性が保
たれるよう、当該ウェブサイトを管理しなければならない。 
 
 
(2)登録者及びその代理者は、専ら本条の段落(j)に基づく委任状

参考資料のコピーの請求のために株主より入手した電子メール
アドレスを、当該資料のコピーを株主に送付する目的以外のため
に使用してはならない。登録者は、本条の段落(j)に基づき委任状

参考資料のコピーを送付するために必要な範囲で、従業員又は
代理者以外の者にその情報を開示してはならない。 
 
 
 
 
(l)登録者以外の者は、次の場合には、本条で登録者に課せられ
た条件に基づき、委任状の勧誘を行うことができる。 

12 
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(1) A soliciting person other than the registrant is required to 
provide copies of its proxy materials only to security holders 
to whom it has sent a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials; and 
 
(2) A soliciting person other than the registrant must send its 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials by the later 
of: 
 
(i) 40 Calendar days prior to the security holder meeting date 
or, if no meeting is to be held, 40 calendar days prior to the 
date the votes, consents, or authorizations may be used to 
effect the corporate action; or 
 
(ii) The date on which it files its definitive proxy statement 
with the Commission, provided its preliminary proxy 
statement is filed no later than 10 calendar days after the 
date that the registrant files its definitive proxy statement. 

(1)登録者以外の勧誘者は、「委任状参考資料のインターネットで

の入手に関する通知」が送付された株主に限り、委任状参考資
料のコピーを提供する義務がある。 
 
 
(2)登録者以外の勧誘者は、「委任状参考資料のインターネットで
の入手に関する通知」を次の(i)及び(ii)のいずれか遅い日までに
送付しなければならない。 
 
(i)株主総会の40日前、若しくは総会が開催されない場合は、コー

ポレートアクションを行うのに必要な議決、同意、承認を得る日の
40日前 
 
 
(ii)予備的委任状説明書が、確定版の委任状説明書の提出日か
ら10日以内に提出される場合、確定版の委任状説明書を証券取
引委員会に提出する日。 

13 
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米国 

(3) Content of the soliciting person's Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials. 
 
(i) If, at the time a soliciting person other than the registrant 
sends its Notice of Internet Availability of Proxy Materials, the 
soliciting person is not aware of all matters on the registrant‘s 
agenda for the meeting of security holders, the soliciting 
person’s Notice on Internet Availability of Proxy Materials 
must provide a clear and impartial identification of each 
separate matter on the agenda to the extent known by the 
soliciting person at that time. The soliciting person‘s notice 
also must include a clear statement indicating that there 
may be additional agenda items of which the soliciting 
person is not aware and that the security holder cannot direct 
a vote for those items on the soliciting person's proxy card 
provided at that time. 
 
(ii) If a soliciting person other than the registrant sends a form 
of proxy not containing all matters intended to be acted upon, 
the Notice of Internet Availability of Proxy Materials must 
clearly state whether execution of the form of proxy will 
invalidate a security holder's prior vote on matters not 
presented on the form of proxy. 

(3)委任状の勧誘者による「委任状参考資料のインターネットでの
入手に関する通知」の内容 
 
(i)登録者以外の委任状の勧誘者が「委任状参考資料のインター

ネットでの入手に関する通知」を送付する際に、委任状の勧誘者
が株主総会の議題の全てを把握していない場合、委任状の勧誘
者の送付する「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」に、送付時に委任状の勧誘者が知りえる範囲で、各議案
に対する明瞭かつ偏りのない指摘が掲載されなければならない。
委任状の勧誘者が把握していない追加議案があるかもしれない
こと、及び委任状の勧誘者が通知を送付する際に提供する委任
状用紙で、株主は当該追加議案の投票を指図することができな
いことを、委任状の勧誘者の通知に明記しなければならない。 
 
 
 
 
(ii)登録者以外の委任状の勧誘者が、付議する議案の全ては含

んでいない委任状用紙を送付する場合、当該委任状用紙の行使
によって、当該委任状用紙に記載されていない議案への株主の
事前投票を無効にするか否かを、「委任状参考資料のインター
ネットでの入手に関する通知」に明記しなくてはならない。 

14 
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(m) This section shall not apply to a proxy solicitation in 
connection with a business combination transaction, as 
defined in §230.165 of this chapter, as well as transactions 
for cash consideration requiring disclosure under Item 14 of 
§240.14a-101. 
 
(n) Full Set Delivery Option.  
 
(1) For purposes of this paragraph (n), the term full set of 
proxy materials shall include all of the following documents: 
 
(i) A copy of the proxy statement; 
(ii) A copy of the annual report to security holders if required 
by §240.14a-3(b); and 
(iii) A form of proxy. 
 
(2) Notwithstanding paragraphs (e) and (f)(2) of this section, 
a registrant or other soliciting person may: 
 
(i) Accompany the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials with a full set of proxy materials; or 
 
(ii) Send a full set of proxy materials without a Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials if all of the information 
required in a Notice of Internet Availability of Proxy Materials 
pursuant to paragraphs (d) and (n)(4) of this section is 
incorporated in the proxy statement and the form of proxy. 

(m)本条は、この章の230.165に規定されている企業結合取引及
び240.14a-101の第14号にて開示を要求されている現金対価取
引に関連する議決権の勧誘については適用しない。 
 
 
 
(n) フルセット・デリバリー方式 (Full Set Delivery Option) 
 
(1) この段落(n)で、委任状参考資料のフルセットという用語は、
次の書類の全てを含む。 
 
(i)委任状説明書のコピー 
(ii)240.14a-3(b)にて義務付けられている場合、株主宛て年次報
告書のコピー 
(iii) 委任状用紙 
 
(2)本条の段落(e)及び(f)(2)にかかわらず、登録者若しくは他の
勧誘者は次を行うことができる。 
 
(i)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を委
任状参考資料のフルセットに添付すること。若しくは 
 
(ii)本条の段落(d)及び(n)(4)に規定されている「委任状参考資料

のインターネットでの入手に関する通知」に含めるべき全ての情
報が、委任状説明書及び委任状用紙に含まれている場合、「委
任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を添付す
ることなく委任状参考資料のフルセットを送付すること。 

15 
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(3) A registrant or other soliciting person that sends a full set 
of proxy materials to a security holder pursuant to this 
paragraph (n) need not comply with 
 
(i) The timing provisions of paragraphs (a) and (l)(2) of this 
section; and 
(ii) The obligation to provide copies pursuant to paragraph (j) 
of this section. 
 
(4) A registrant or other soliciting person that sends a full set 
of proxy materials to a security holder pursuant to this 
paragraph (n) need not include in its Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials, proxy statement, or form of 
proxy the following disclosures: 
 
(i) Instructions regarding the nature of the communication 
pursuant to paragraph (d)(2) of this section; 
(ii) Instructions on how to request a copy of the proxy 
materials; and 
(iii) Instructions on how to access the form of proxy pursuant 
to paragraph (d)(10) of this section. 

(3)段落(n)に基づき、委任状参考資料のフルセットを株主に送付
する登録者若しくは他の勧誘者は、次の事項に従う必要はない。 
 
(i)本条の段落(a)及び(l)(2)の時期に関する規定 
 
(ii)本条の段落(j)に基づくコピー提供の義務 
 
 
(4)段落(n)に基づき、委任状参考資料のフルセットを株主に送付

する登録者若しくは他の勧誘者は、「委任状参考資料のインター
ネットでの入手に関する通知」、委任状説明書、若しくは委任状用
紙に次の事項を含める必要はない。 
 
 
(i)本条の段落(d)(2)に規定されている通知の性質に関する説明 
(ii)委任状参考資料のコピーを請求する方法に関する説明 
 
(iii)本条の段落(d)(10)に規定されている委任状用紙へのアクセ
ス方法に関する説明 
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[RELEASE NOS. 34-56135; IC-27911; File No. 
S7-03-07] SHAREHOLDER CHOICE 
REGARDING PROXY MATERIALS  
II. Description of the Amendments  
A.Notice and Access Model for Issuers: Two 

Options for Making Proxy Materials Available to 
Shareholders (P8) 

An issuer does not have to choose one option or the other as 
the exclusive means for providing proxy materials to 
shareholders. Rather, an issuer may use the notice only 
option to provide proxy materials to some shareholders and 
the full set delivery option to provide proxy materials to other 
shareholders. 
 
1. The Notice Only Option: Sending a Notice 
Without a Full Set of Proxy Materials  
c. Means to vote(P12) 
An issuer also must provide shareholders with a method to 
execute proxies as of the time the Notice is first sent to 
shareholders. Several commenters on the proposal 
questioned whether this provision would require all issuers to 
establish Internet voting platforms. The final rules do not 
require, and the proposals would not have required, an issuer 
to establish an Internet voting platform. Rather, an issuer can 
satisfy this requirement through a variety of methods, 
including providing an electronic voting platform, a toll-free 
telephone number for voting, or a printable or downloadable 
proxy card on the Web site. As noted above, if a telephone 
number for executing a proxy is provided, such a telephone 
number may appear on the Web site, but not on the Notice 
because it would enable a shareholder to execute a proxy 
without having access to the proxy statement.  

[RELEASE NOS. 34-56135; IC-27911; File No. 
S7-03-07] 委任状参考資料に関する株主の選択 
 
II. 改正の詳細 
A. 証券発行者のための通知/アクセスモデル ： 委任状

参考資料を株主へ提供するための二つの方式 
 
証券発行者(注)は、株主へ委任状参考資料を提供する唯一の手

段として、どちらか一方のみを選択しなければならないわけでは
ない。証券発行者は、一部の株主へ委任状参考資料を提供する
のに、通知だけの方式(notice only option)、他の株主へ委任状
参考資料を提供するのに、フルセット・デリバリー方式(Full Set 
Delivery Option)を利用することができる。   
 
1. 通知だけの方式(notice only option)：委任状勧誘書の

フルセットを添付せず、通知を送付する 
c.投票方法 
証券発行者は、通知が株主に最初に送られた時点で、株主が議
決権を代理行使する手段を提供しなければならない。改正案に
対するコメント者より、この規定は、全ての証券発行者にインター
ネット投票プラットフォームの設置を要求しているのか否か疑問
が呈された。最終規則は、証券発行者にインターネット投票プラッ
トフォームの設置を要求していないし、改定案も要求していなかっ
た。証券発行者は、電子投票プラットフォーム、投票用の無料電
話番号、あるいはウェブサイト上の印刷可能若しくはダウンロード
可能な委任状様式を含む様々な方法によって、この要求事項を
満たすことができる。 
上で指摘したとおり、議決権の代理行使のための電話番号に
よって、株主は委任状説明書にアクセスすることなしに議決権の
代理行使が可能となるため、当該電話番号を提供する場合には、
通知ではなく、ウェブサイトに記載する。 

18 (注)証券取引委員会の委任状に関する規則によって、株主に委任状説明書を提供しなければならない証券発行者 
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米国 

e. Delivery of a proxy card(P13) 
An issuer may not send a paper or e-mail proxy card to a 
shareholder until 10 calendar days or more after the date it 
sent the Notice to the shareholder, unless the proxy card is 
accompanied or preceded by a copy of the proxy statement 
and any annual report, if required, to security holders sent via 
the same medium. This provision is intended to assist an 
issuer’s efforts to solicit proxies if its initial efforts have not 
produced adequate response. This is similar to many issuers’ 
current practice of sending reminder notices and duplicate 
proxy cards to shareholders who have not responded to the 
issuer’s original request for proxy voting instructions.  
One commenter remarking on this aspect of the proposals 
expressed concern that shareholders receiving proxy cards 
separately from the proxy statement and annual report may 
make their voting decisions without the benefit of access to 
those disclosure documents. We appreciate this concern. 
However, at the point that a shareholder receives such a 
proxy card, the shareholder already would have received a 
Notice that provides information on how the shareholder can 
access the proxy materials and request copies of the 
materials, if desired. Moreover, the shareholder also would 
receive another copy of the Notice with the proxy card. We 
believe that, at this point, the shareholder will have had 
ample opportunity to either access the proxy materials on the 
Internet Web site or request a copy of those materials.  

e. 委任状用紙の送付 
同様の媒体で、委任状用紙とともに若しくは先に、委任状参考資
料及び(必要な場合)年次報告書のコピーを送付する場合を除き、
証券発行者は、通知を株主に送付した日から10日以上経つまで

は、書面もしくは電子メールの委任状用紙を株主に送付すること
はできない。当該規定は、通知だけで十分な反応がない場合に、
会社による委任状勧誘の努力を援助するものである。これは、議
決権の代理行使によって指図してほしいとの証券発行者の当初
の依頼に返答がない株主に、督促状や同じ委任状用紙を送付す
るという、多くの会社が行っている現行の実務に似ている。 
 
 
改正案のこの側面に意見を述べている者は、委任状用紙を委任
状参考資料及び年次報告書とは別に受領した株主が、ウェブサ
イト上の当該書類にアクセスすることなく、投票の意思決定がで
きることを懸念した。我々は当該懸念を認識している。 
しかし、株主が当該委任状用紙を受け取る時には、株主は委任
状参考資料へのアクセス方法や、(望む場合)資料のコピーを請

求する方法を記載した通知を既に受け取っている。さらに、株主
は委任状用紙とともに、通知のコピーも受け取る。我々は、この
時点で、株主はインターネットウェブサイト上の委任状参考資料
にアクセスするための、若しくは委任状参考資料のコピーを請求
するための十分な機会を得ていると考える。 
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3. Differences Between the Full Set Delivery Option 
and the Notice Only Option(P21) 
The full set delivery option varies from the notice only option 
in the following ways:  
• An issuer may accompany the Notice with a copy of the 
proxy statement, annual report to security holders, if required 
by Rule 14a-3(b), and a proxy card;  
• An issuer need not prepare a separate Notice if the issuer 
incorporates all of the Notice information into the proxy 
statement and proxy card; 
• Because the issuer already has provided shareholders with 
a full set of proxy materials, the issuer need not provide the 
shareholder with copies of the proxy materials upon request;  
• Because shareholders will not need extra time to request 
paper or e-mail copies, the issuer need not send the Notice 
and full set of proxy materials at least 40 days before the 
meeting date; 
• Because the full set of proxy materials includes a proxy 
card or request for voting instructions, the issuer need not 
provide another means for voting at the time the Notice is 
provided unless it chooses to do so; and  
• The issuer need not include the part of the prescribed 
legend relating to security holder requests for copies of the 
documents and instructions on how to request a copy of the 
proxy materials. 

3．フルセット・デリバリー方式と通知だけの方式の相違点 
 
フルセット・デリバリー方式は、通知だけの方式と以下の点で異な
る。 
• 証券発行者は、通知とともに、委任状参考資料、株主宛て年次
報告書(規則14a-3(b)で義務付けられている場合)及び委任状用
紙を提供する。 
• 証券発行者が、通知に記載すべき全ての情報を委任状参考資

料及び委任状用紙に記載した場合は、独立した通知を作成する
必要はない。 
• 証券発行者は、委任状参考資料のフルセットを株主に既に提供

しているため、株主からの請求に応じて委任状参考資料のコピー
を提供する必要はない。 
• 株主は、書面若しくは電子メールコピーを請求するための期間

が必要ではないので、証券発行者は通知と委任状参考資料のフ
ルセットを、総会開催日の40日以上前に送付する必要はない。 
• 委任状参考資料のフルセットには、委任状用紙若しくは議決権

指図のお願いが含まれているため、証券発行者は議決権行使の
ための他の手段を提供することを選択しない限りは、通知が送付
された際に、議決権行使のための他の手段を提供する必要はな
い。 
• 証券発行者は、株主による書類のコピーの請求に関する所定

の文書、及び委任状参考資料のコピーの請求方法に関する説明
を含める必要はない。 
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[RELEASE NOS. 34-55146; IC-27671; File No. 
S7-10-05] INTERNET AVAILABILITY OF 
PROXY MATERIALS  
II. Description of the Amendments  
D. Business Combination Transactions(P49) 
As adopted, the notice and access model is not available 
with regard to proxy materials related to a business 
combination transaction, which includes transactions covered 
by Rule 165 under the Securities Act, as well as transactions 
for cash consideration requiring disclosure under Item 14 of 
Schedule 14A. Several commenters agreed that business 
combination transactions constitute highly extraordinary 
events for some issuers and frequently involve an offering of 
securities that must be registered under the Securities Act 
and require delivery of the prospectus. They also typically 
involve proxy statements of considerable length and 
complexity. Other commenters nonetheless believed that the 
model should be extended to such transactions. They noted 
that even more savings may be realized by extending the 
model to such larger documents. The Commission desires to 
gain more experience with the notice and access model 
before extending it to business combination transactions. 
Based on our experience with the model once it is being 
used for more straightforward corporate actions, we will 
consider at a later date whether it is appropriate to extend the 
model to business combination transactions.  

[RELEASE NOS. 34-55146; IC-27671; File No. 
S7-10-05] 委任状参考資料のインターネットでの
入手 
II. 改正の詳細 
D.企業結合取引 
通知 /アクセス方式は、1933年証券法ルール165の取引や、
Schedule 14A(委任状説明書様式)の第14号で開示が要求され

る金銭対価取引を含む企業結合取引の委任状参考資料には利
用できない。企業結合取引は、ある証券発行者にとっては、かな
り特別な出来事であり、証券法に基づく登録の必要な証券の募
集が関係することが多く、また目論見書の交付も必要となる、とい
うコメント者がいる。当該企業結合取引は、決まって、相当に長く
複雑な委任状参考資料と関係している。それでも、通知/アクセス

方式をそのような企業結合取引にも広げるべきであるとするコメ
ント者もいる。当該方式をそのような分量の多い書類にも広げる
ことで、更なる削減が実現すると主張する。証券取引委員会は、
企業結合取引まで通知/アクセス方式を広げる前に、当該方式に

関する経験を積んでおきたいと考えている。当該方式が、いった
ん簡単なコーポレートアクションに用いられれば、経験に基づき、
当該方式を企業結合取引にまで広げることが適切かどうか後に
検討する。 
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§240.14a-3   Information to be furnished to 
security holders. 
(a) No solicitation subject to this regulation shall be made 
unless each person solicited is concurrently furnished or has 
previously been furnished with: 
(1) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
in the form and manner described in §240.14a-16, 
containing the information specified in Schedule 14A 
(§240.14a-101); 
(2) A preliminary or definitive written proxy statement 
included in a registration statement filed under the Securities 
Act of 1933 on Form S-4 or F-4 (§239.25 or §239.34 of this 
chapter) or Form N-14 (§239.23 of this chapter) and 
containing the information specified in such Form; or 
(3) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
not in the form and manner described in §240.14a-16, 
containing the information specified in Schedule 14A 
(§240.14a-101), if: 
(i) The solicitation relates to a business combination 
transaction as defined in §230.165 of this chapter, as well 
as transactions for cash consideration requiring disclosure 
under Item 14 of §240.14a-101. 
(ii) The solicitation may not follow the form and manner 
described in §240.14a-16 pursuant to the laws of the state 
of incorporation of the registrant;  
(b) If the solicitation is made on behalf of the registrant, other 
than an investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940, and relates to an annual (or special 
meeting in lieu of the annual) meeting of security holders, or 
written consent in lieu of such meeting, at which directors are 
to be elected, each proxy statement furnished pursuant to 
paragraph (a) of this section shall be accompanied or 
preceded by an annual report to security holders as follows:  

§240.14a-3  株主に提供される情報 
 
(a) 委任状の勧誘を受ける各人が、次の書類を同時に若しくは事

前に提供されない限り、この規則による勧誘を行ってはなら
ない。 

(1) §240.14a-16に規定する様式及び方法で、Schedule 14A 
の情報(§240.14a-101)を含めた、公的に提出される予備的
若しくは確定版の委任状説明書 
 

(2) 1933年証券法により提出される登録届出書に含まれ、様式
S-4若しくはF-4(この章の§239.25若しくは§239.34)、若しく
は様式N-14(この章の§239.23)を使用し、当該様式で指定

される情報を含んだ、予備的若しくは確定版の委任状参考資
料 

(3) 次の場合は、§240.14a-16に規定する様式及び方法ではな
く、Schedule 14A の情報(§240.14a-101)を含めた、公的に
提出される予備的若しくは確定版の委任状説明書 

 
(i) 勧誘が、この章の§230.165に規定される企業結合取引及

び§240.14a-101の第14号で開示が要求される現金対価
取引に関係する。 
 

(ii) 勧誘が、登録者の設立された州法に従って、§240.14a-16
に規定する様式及び方法に従わない。 
 

(b)  勧誘が、1940年投資会社法に基づき登録した投資会社以外

の登録者の代わりに行われ、また取締役を選任するための
年次株主総会(若しくは年次株主総会の代わりの特別総会)、
若しくは当該総会の代わりの書面決議に関係する場合、本
条の段落(a)に従って提供される委任状説明書は、次のよう

に株主宛て年次報告書に添付されるか、若しくは先行して提
供される。 
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(1) The report shall include, for the registrant and its 
subsidiaries, consolidated and audited balance sheets as of 
the end of the two most recent fiscal years and audited 
statements of income and cash flows for each of the three 
most recent fiscal years prepared in accordance with 
Regulation S-X (part 210 of this chapter), except that the 
provisions of Article 3 (other than §§210.3-03(e), 210.3-04 
and 210.3-20) and Article 11 shall not apply. Any financial 
statement schedules or exhibits or separate financial 
statements which may otherwise be required in filings with 
the Commission may be omitted. If the financial statements 
of the registrant and its subsidiaries consolidated in the 
annual report filed or to be filed with the Commission are not 
required to be audited, the financial statements required by 
this paragraph may be unaudited. A smaller reporting 
company may provide the information in Article 8 of 
Regulation S-X (§210.8 of this chapter) in lieu of the 
financial information required by this paragraph 9(b)(1). 

(1)株主宛て年次報告書には、登録者及びその子会社に関して、
第3条(§§210.3-03(e), 210.3-04及び210.3-20以外)及び第11
条の規定を適用しないことを除き、規則S-X(この章のpart 210)に
従って作成された直近2事業年度末の監査済み連結貸借対照表、
直近3事業年度分の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を

含めなければならない。証券取引委員会への提出が必要でない
財務諸表の別表、明細表若しくは個別財務諸表は省略できる。
証券取引委員会に提出した若しくは提出する年次報告書の、登
録者及び子会社の連結財務諸表に監査が要求されていない場
合、この段落で要求される財務諸表は未監査である。小規模報
告会社は、この段落の9(b)(1)で要求される財務情報の代わりに、
規則S-X (この章の§210.8)第8条の情報を提供する。 
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NOTE 1 TO PARAGRAPH (B)(1): If the financial statements for a 
period prior to the most recently completed fiscal year have 
been examined by a predecessor accountant, the separate 
report of the predecessor accountant may be omitted in the 
report to security holders, provided the registrant has 
obtained from the predecessor accountant a reissued report 
covering the prior period presented and the successor 
accountant clearly indicates in the scope paragraph of his or 
her report (a) that the financial statements of the prior period 
were examined by other accountants, (b) the date of their 
report, (c) the type of opinion expressed by the predecessor 
accountant and (d) the substantive reasons therefore, if it 
was other than unqualified. It should be noted, however, that 
the separate report of any predecessor accountant is 
required in filings with the Commission. If, for instance, the 
financial statements in the annual report to security holders 
are incorporated by reference in a Form 10-K, the separate 
report of a predecessor accountant shall be filed in Part II or 
in Part IV as a financial statement schedule. 
 
NOTE 2 TO PARAGRAPH (B)(1): For purposes of complying with 
§240.14a-3, if the registrant has changed its fiscal closing 
date, financial statements covering two years and one period 
of 9 to 12 months shall be deemed to satisfy the 
requirements for statements of income and cash flows for the 
three most recent fiscal years. 

段落(B)(1)に対するNOTE1:直近事業年度より前の期間の財務諸

表が、前任監査人により監査されている場合、前任監査人の個
別の報告書は、株主への報告書から省略できる。ただし、登録者
は前任監査人から表示された過去の期間をカバーする再発行報
告書を取得し、後任監査人が報告書の範囲区分で、(a)過去の期
間の財務諸表が他の監査人に監査されている旨、(b)他の監査
人の報告書の日付、(c)前任監査人による意見の種類、(d)無限

定適正意見以外の場合は、その理由を明確に示す場合である。
例えば、株主宛て年次報告書の財務諸表が、様式10-Kを参照す

ることにより組み込まれている場合、前任監査人の個別の報告
書は、財務諸表の別表としてPart II又は Part IVに含めなければ
ならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

段落(B)(1)に対するNOTE2:§240.14a-3を遵守するため、登録者
が決算日を変更した場合、2年と9ヶ月から12ヶ月の期間をカ
バーする財務諸表は、直近3事業年度の損益計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書という要求事項を満たすものとみなす。 

25 



国名  条文 仮訳 

米国 

(2)(i) Financial statements and notes thereto shall be 
presented in roman type at least as large and as legible as 
10-point modern type. If necessary for convenient 
presentation, the financial statements may be in roman type 
as large and as legible as 8-point modern type. All type shall 
be leaded at least 2 points.  
(ii) Where the annual report to security holders is delivered 
through an electronic medium, issuers may satisfy legibility 
requirements applicable to printed documents, such as type 
size and font, by presenting all required information in a 
format readily communicated to investors. 
(3) The report shall contain the supplementary financial 
information required by item 302 of Regulation S-K 
(§229.302 of this chapter).  
(4) The report shall contain information concerning changes 
in and disagreements with accountants on accounting and 
financial disclosure required by Item 304 of Regulation S-K 
(§229.304 of this chapter).  
(5)(i) The report shall contain the selected financial data 
required by Item 301 of Regulation S-K (§229.301 of this 
chapter). 
(ii) The report shall contain management's discussion and 
analysis of financial condition and results of operations 
required by Item 303 of Regulation S-K (§229.303 of this 
chapter). 
(iii) The report shall contain the quantitative and qualitative 
disclosures about market risk required by Item 305 of 
Regulation S-K (§229.305 of this chapter). 
(6) The report shall contain a brief description of the business 
done by the registrant and its subsidiaries during the most 
recent fiscal year which will, in the opinion of management, 
indicate the general nature and scope of the business of the 
registrant and its subsidiaries.  

(2)(i)財務諸表及び注記は、少なくとも10ポイントのモダン体と同

様に大きく読みやすいロマン体を使用しなければならない。
もし簡便的な表示のため必要であれば、財務諸表は8ポイン

トのモダン体と同様に大きく読みやすいロマン体を使用する
ことができる。全ての字体は、少なくとも2ポイント大きくなけ
ればならない。 

(ii)株主宛て年次報告書が、電磁的に提供される場合、投資家と

コミュニケーションしやすい様式にて、全ての必要な情報を提
供することで、証券発行者はサイズやフォントといった印刷物
に適用される読みやすさの要件を満たす。 

 
(3)年次報告書には、規則S-K302項(この章の§229.302)による

補足的な財務情報を含めなければならない。 
 
(4)年次報告書には、規則S-K304項(この章の§229.304)による

監査人の交代、及び監査人との会計処理及び財務情報の開
示に係る意見の相違を含めなければならない。 

 
(5)(i)年次報告書には、規則S-K301項(この章の§229.301)によ

る主要な財務情報を含めなければならない。 
 
(ii)年次報告書には、規則S-K303項(この章の§229.303)による

財政状態及び経営成績に関する経営者の議論及び分析を含
めなければならない。 

 
(iii)年次報告書には、規則S-K305項(この章の§229.303)による

市場リスクに関する定量的かつ定性的情報を含めなければな
らない。 

(6)年次報告書には、経営者の見解として、登録者及びその子会

社の事業の一般的な性質及び範囲を示す、登録者及びその
子会社による直近事業年度の事業の概要を含めなければな
らない。 
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(7) The report shall contain information relating to the 
registrant's industry segments, classes of similar products or 
services, foreign and domestic operations and exports sales 
required by paragraphs (b), (c)(1)(i) and (d) of Item 101 of 
Regulation S-K (§229.101 of this chapter).  
(8) The report shall identify each of the registrant's directors 
and executive officers, and shall indicate the principal 
occupation or employment of each such person and the 
name and principal business of any organization by which 
such person is employed.  
(9) The report shall contain the market price of and dividends 
on the registrant's common equity and related security holder 
matters required by Items 201(a), (b) and (c) of Regulation S-
K (§229.201(a), (b) and (c) of this chapter). If the report 
precedes or accompanies a proxy statement or information 
statement relating to an annual meeting of security holders at 
which directors are to be elected (or special meeting or 
written consents in lieu of such meeting), furnish the 
performance graph required by Item 201(e) (§229.201(e) of 
this chapter).  

(7)年次報告書には、規則S-K101項の段落 (b),(c)(1)(i)及び
(d)(この章の§229.101)による登録者の業界、類似製品又は

サービスの種類、海外及び国内事業と輸出販売に関する情
報を含めなければならない。 

 
(8)年次報告書には、登録者の取締役及び執行役それぞれを識

別し、各人の本業又は雇用、各人が雇われる組織の名称及
び主な事業を示さなければならない。 

 
 
(9)年次報告書には、規則S-K201項 (a),(b)及び (c)(この章の

§229.201(a),(b)及び(c))による登録者の普通株式の市場価

格と配当金及び関連する株主事項を含めなければならない。
年次報告書が、取締役選任に係る年次株主総会(又はこのよ
うな総会に代わる特別会議や書面同意)に関連する委任状参

考資料や情報説明書よりも先行若しくは同時に提供される場
合は、201項(e)(この章の§229.201(e))により、パフォーマン
スグラフを提供する。 
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(10) The registrant's proxy statement, or the report, shall 
contain an undertaking in bold face or otherwise reasonably 
prominent type to provide without charge to each person 
solicited upon the written request of any such person, a copy 
of the registrant's annual report on Form 10-K, including the 
financial statements and the financial statement schedules, 
required to be filed with the Commission pursuant to Rule 
13a-1 (§240.13a-1 of this chapter) under the Act for the 
registrant's most recent fiscal year, and shall indicate the 
name and address (including title or department) of the 
person to whom such a written request is to be directed. In 
the discretion of management, a registrant need not 
undertake to furnish without charge copies of all exhibits to 
its Form 10-K, provided that the copy of the annual report on 
Form 10-K furnished without charge to requesting security 
holders is accompanied by a list briefly describing all the 
exhibits not contained therein and indicating that the 
registrant will furnish any exhibit upon the payment of a 
specified reasonable fee, which fee shall be limited to the 
registrant's reasonable expenses in furnishing such exhibit. If 
the registrant's annual report to security holders complies 
with all of the disclosure requirements of Form 10-K and is 
filed with the Commission in satisfaction of its Form 10-K 
filing requirements, such registrant need not furnish a 
separate Form 10-K to security holders who receive a copy 
of such annual report. 

(10)登録者の委任状参考資料若しくは年次報告書に、登録者の

直近事業年度の財務諸表及び別表を含み、証券法ルール
13a-1(この章の§240.13a-1)に基づき証券取引委員会に提
出することが要求される、様式10-Kの登録者の年次報告書

の写しを、書面の請求により、被勧誘者に無償で提供すると
いう保証を太字若しくは適度に目立つタイプで記載し、また
書面の請求の送り先の名前と住所(役職及び部署を含む)を
示さなければならない。請求する株主に無償で提供する様
式10-Kの年次報告書の写しに、その中に全ての別表は含ま

れていない旨及び、登録者が別表を提供するのに要する費
用の範囲で、特定された相応の手数料の支払により、登録
者はいかなる別表も提供する旨を簡潔に述べた一覧を添付
すれば、登録者は、経営者の判断で、様式10-Kの全ての添

付書類の写しを、無償で提供する必要はない。登録者の株
主宛て年次報告書が、様式10-Kの全ての開示の要求事項
を遵守し、様式10-Kの提出要件を満たし証券取引委員会に

提出される場合、当該登録者は、年次報告書の写しを受領
する株主に、別の様式10-Kを提供する必要はない。 
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NOTE TO PARAGRAPH (B)(10): Pursuant to the undertaking 
required by paragraph (b)(10) of this section, a registrant 
shall furnish a copy of its annual report on Form 10-K 
(§249.310 of this chapter) to a beneficial owner of its 
securities upon receipt of a written request from such person. 
Each request must set forth a good faith representation that, 
as of the record date for the solicitation requiring the 
furnishing of the annual report to security holders pursuant to 
paragraph (b) of this section, the person making the request 
was a beneficial owner of securities entitled to vote. 
(11) Subject to the foregoing requirements, the report may be 
in any form deemed suitable by management and the 
information required by paragraphs (b)(5) to (10) of this 
section may be presented in an appendix or other separate 
section of the report, provided that the attention of security 
holders is called to such presentation. 
NOTE: Registrants are encouraged to utilize tables, 
schedules, charts and graphic illustrations of present 
financial information in an understandable manner. Any 
presentation of financial information must be consistent with 
the data in the financial statements contained in the report 
and, if appropriate, should refer to relevant portions of the 
financial statements and notes thereto. 
(12) [Reserved] 

段落(B)(10)に対するNOTE:本条の段落(b)(10)により要求される

保証にしたがって、登録者は書面の請求により、株式の実
質所有者に、様式10-Kの年次報告書(この章の§249.310)
を提供しなければならない。この章の段落(b)により、株主宛

て年次報告書の提供を要する勧誘の基準日時点で、請求
者は投票権のある実質株主であるという、信義誠実の表明
を各要求に記載しなければならない 

 
 
 
(11)前述の要求事項を条件とし、年次報告書は経営者により適

切と考えられる様式により作成することができ、この章の段
落(b)(5)から(10)により要求される情報は、株主の注意が向

けられる場合には、別表若しくは年次報告書の他の個別の
セクションに表示することができる。 

 
NOTE: 登録者は、財務情報を理解しやすい方法で表示する表、

別表、図及び図解を使用することが推奨される。財務情報
の表示は、年次報告書に含まれる財務諸表のデータと一致
していなければならず、適切な場合、財務諸表及び注記の
関連する部分を参照しなければならない。 
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(13) Paragraph (b) of this section shall not apply, however, to 
solicitations made on behalf of the registrant before the 
financial statements are available if a solicitation is being 
made at the same time in opposition to the registrant and if 
the registrant's proxy statement includes an undertaking in 
bold face type to furnish such annual report to security 
holders to all persons being solicited at least 20 calendar 
days before the date of the meeting or, if the solicitation 
refers to a written consent or authorization in lieu of a 
meeting, at least 20 calendar days prior to the earliest date 
on which it may be used to effect corporate action.  

(13)勧誘が登録者に反して同時に行われ、また株主宛て年次報
告書を、少なくとも総会の20日前、若しくは総会に代わる書

面による同意若しくは授権に関する勧誘の場合、コーポレー
トアクションを行う最も早い日の少なくとも20日前に、勧誘さ

れた全ての者に提供するとの太字で記載された保証が登録
者の委任状参考資料に含まれている場合、本条の段落(b)
は、財務諸表が公開される前に登録者の代わりに行われる
勧誘には適用しない。 
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§240.14c-2  
Distribution of information statement. 
 
(a)(1) In connection with every annual or other meeting of the 
holders of the class of securities registered pursuant to 
section 12 of the Act or of a class of securities issued by an 
investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940 that has made a public offering of 
securities, including the taking of corporate action by the 
written authorization or consent of security holders, the 
registrant shall transmit to every security holder of the class 
that is entitled to vote or give an authorization or consent in 
regard to any matter to be acted upon and from whom proxy 
authorization or consent is not solicited on behalf of the 
registrant pursuant to section 14(a) of the Act: 
 
(i) A written information statement containing the information 
specified in Schedule 14C (§240.14c-101); 
(ii) A publicly-filed information statement, in the form and 
manner described in §240.14c-3(d), containing the 
information specified in Schedule 14C (§240.14c-101); or 
(iii) A written information statement included in a registration 
statement filed under the Securities Act of 1933 on Form S-4 
or F-4 (§239.25 or §239.34 of this chapter) or Form N-14 
(§239.23 of this chapter) and containing the information 
specified in such Form. 

連邦規則集240. 14c-2   
情報説明書の提供 
 
(a)(1)証券取引所法第12条に基づき登録された株式の株主、若
しくは1940年投資会社法に基づき登録され、株式公開している

投資会社により発行された株式の株主の、いかなる年次株主総
会若しくは他の株主総会(株主の書面による同意又は授権により
コーポレートアクションを講じる場合を含む)に関して、証券取引
所法第14条(a)に基づき、株主からの代理承認若しくは授権につ

き、登録者に代わって勧誘が行われない場合、登録者は、全て
の付議事項に議決権を有している、若しくは同意又は授権する権
限を有している全ての株主に対して、下記のいずれかを提出しな
ければならない。 
 
 
 
(i) Schedule 14C (§240.14c-101)に記載されている情報を含
む情報説明書 
(ii) Schedule 14C (§240.14c-101)に記載されている情報を含
む§240.14c-3(d)に記載されている様式と方法により公的に提
出される情報説明書 
(iii)1933年証券法により提出される登録届出書に含まれ、様式
S-4若しくはF-4 (この章の§239.25若しくは§239.34)、若しくは
様式N-14 (この章の§239.23)を使用し、当該様式で指定される
情報を含んだ、情報説明書 
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(2) Notwithstanding paragraph (a)(1) of this section: 
(i) In the case of a class of securities in unregistered or 
bearer form, such statements need to be transmitted only to 
those security holders whose names are known to the 
registrant; and 
(ii) No such statements need to be transmitted to a security 
holder if a registrant would be excused from delivery of an 
annual report to security holders or a proxy statement under 
§240.14a-3(e)(2) if such section were applicable. 
 
(b) The information statement shall be sent or given at least 
20 calendar days prior to the meeting date or, in the case of 
corporate action taken pursuant to the consents or 
authorizations of security holders, at least 20 calendar days 
prior to the earliest date on which the corporate action may 
be taken.  
 
(c) If a transaction is a roll-up transaction as defined in Item 
901(c) of Regulation S-K (17 CFR 229.901(c)) and is 
registered (or authorized to be registered) on Form S-4 (17 
CFR 229.25) or Form F-4 (17 CFR 229.34), the information 
statement must be distributed to security holders no later 
than the lesser of 60 calendar days prior to the date on which 
the meeting of security holders is held or action is taken, or 
the maximum number of days permitted for giving notice 
under applicable state law. 

(2)次の事項は、本条(a)(1)の記載の限りではない。 
(i)未登録株式若しくは無記名株式の場合、当該情報説明書は登
録者が名前を把握している株主のみに提出する必要がある。 
 
 
(ii)登録者が、§240.14a-3(e)(2) (適用される場合)に基づく株主

宛て年次報告書、若しくは委任状説明書の送付が免責される場
合、株主への当該情報説明書を提出する必要はない。 
 
 
(b)情報説明書は、総会日の少なくとも20営業日前までに送付又

は提供されなくてはならない。（株主の同意又は授権に基づき
コーポレートアクションが講じられる場合は、コーポレートアクショ
ンが講じられるであろう最も早い日から少なくとも20営業日前。） 
 
 
 
(c)取引がRegulation S-K(17 CFR 229.901(c))の第901(c)号に
定義されるロールアップ取引(注)に該当し、様式S-4(17 CFR 
229.25)若しくは様式F-4(17 CFR 229.34)にて登録をしている
(若しくは登録する承認を得ている)場合、情報説明書は、遅くとも、

株主総会の開催日又はコーポレートアクションが講じられる日の
いずれか短い方の60日前、若しくは州法による通知の最長期間
より前に株主に提供されなければならない。 
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(d) A registrant shall transmit an information statement to 
security holders pursuant to paragraph (a) of this section by 
satisfying the requirements set forth in §240.14a-16; 
provided, however, that the registrant shall revise the 
information required in the Notice of Internet Availability of 
Proxy Materials, including changing the title of that notice, to 
reflect the fact that the registrant is not soliciting proxies for 
the meeting. 

(d)登録者は、§240.14a-16の要求事項を満たすことで、本条の
段落(a)に基づき株主に情報説明書を提出しなければならない。

ただし、登録者が総会の委任状勧誘をしていない旨を反映するた
め、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」で
要求される情報(当該通知の表題の変更を含む)を修正しなけれ
ばならない。 
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§240.14a-6   Filing requirements. 
 
(b) Definitive proxy statement and other soliciting material. 
Eight definitive copies of the proxy statement, form of proxy 
and all other soliciting materials, in the same form as the 
materials sent to security holders, must be filed with the 
Commission no later than the date they are first sent or given 
to security holders. Three copies of these materials also must 
be filed with, or mailed for filing to, each national securities 
exchange on which the registrant has a class of securities 
listed and registered. 

連邦規則集240. 14a-6  書類提出の要件 
 
(b) 確定版の委任状説明書とその他の勧誘書類 
確定版の委任状説明書、委任状用紙及びその他全ての勧誘書
類の写し8部を、株主に送付した書類と同じ様式で、当該書類が

最初に株主に送付又は提供された日より前に、証券取引委員会
へ提出することが義務付けられている。当該書類の写し3部を、

当該登録者が当該株式の上場及び登録をしている米国内の各
証券取引所へ提出、もしくは提出するために郵送することも義務
付けられている。 
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§230.498   Summary Prospectuses for 
open-end management investment 
companies. 
 
(b) General requirements for Summary Prospectus.  
This paragraph describes the requirements for a Fund's 
Summary Prospectus. A Summary Prospectus that complies 
with this paragraph (b) will be deemed to be a prospectus 
that is authorized under section 10(b) of the Act (15 U.S.C. 
77j(b)) and section 24(g) of the Investment Company Act (15 
U.S.C. 80a-24(g)) for the purposes of section 5(b)(1) of the 
Act (15 U.S.C. 77e(b)(1)). 
 
(1) Cover page or beginning of Summary Prospectus. Include 
on the cover page of the Summary Prospectus or at the 
beginning of the Summary Prospectus: 
 
(i) The Fund's name and the Class or Classes, if any, to 
which the Summary Prospectus relates. 
 
(ii) The exchange ticker symbol of the Fund's shares or, if the 
Summary Prospectus relates to one or more Classes of the 
Fund's shares, adjacent to each such Class, the exchange 
ticker symbol of such Class of the Fund's shares. If the Fund 
is an Exchange-Traded Fund, also identify the principal U.S. 
market or markets on which the Fund shares are traded. 
 
(iii) A statement identifying the document as a “Summary 
Prospectus.” 
 
(iv) The approximate date of the Summary Prospectus's first 
use. 

連邦規則集 230.498 オープンエンド投資会社の要
約目論見書 
 
 
(b) 要約目論見書に関する一般要件 
本段落は投資信託の要約目論見書の要件を記載するものであ
る。本段落(b)に準拠する要約目論見書は、証券取引所法第
5(b)(1)(15 U.S.C. 77e(b)(1))に準拠することを目的とした、証券
取引所法第10(b)(15 U.S.C. 77j(b))及び投資会社法第24(g)条
により認可された目論見書とみなされる。 
 
 
 
(1)要約目論見書の表紙又は冒頭 
要約目論見書の表紙又は冒頭に次の情報を含める。 
 
 
(i)当該要約目論見書に関連する投資信託の名称及びクラス(該
当する場合) 
 
(ii)投資信託持分のティッカー・シンボル、若しくは要約目論見書
が一つないしはそれ以上の投資信託持分のクラス(各クラスに隣
接する)に関連する場合、投資信託持分のクラスのティッカー・シ
ンボル 
投資信託が上場投資信託の場合、投資信託持分が取引されて
いる主な米国市場も明記する。 
 
(iii) 当該文書が「要約目論見書」であることを明記する説明文 
 
 
(iv) 当該要約目論見書が最初に使用されるおおよその日付 
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§230.165   Offers made in connection with a 
business combination transaction. 
PRELIMINARY NOTE: This section is available only to 
communications relating to business combinations. The 
exemption does not apply to communications that may be in 
technical compliance with this section, but have the primary 
purpose or effect of conditioning the market for another 
transaction, such as a capital-raising or resale transaction. 
(a) Communications before a registration statement is filed. 
Notwithstanding section 5(c) of the Act (15 U.S.C. 77e(c)), 
the offeror of securities in a business combination transaction 
to be registered under the Act may make an offer to sell or 
solicit an offer to buy those securities from and including the 
first public announcement until the filing of a registration 
statement related to the transaction, so long as any written 
communication (other than non-public communications 
among participants) made in connection with or relating to 
the transaction (i.e., prospectus) is filed in accordance with 
§230.425 and the conditions in paragraph (c) of this section 
are satisfied. 
(b) Communications after a registration statement is filed. 
Notwithstanding section 5(b)(1) of the Act (15 U.S.C. 
77e(b)(1)), any written communication (other than non-public 
communications among participants) made in connection 
with or relating to a business combination transaction (i.e., 
prospectus) after the filing of a registration statement related 
to the transaction need not satisfy the requirements of 
section 10 (15 U.S.C. 77j) of the Act, so long as the 
prospectus is filed in accordance with §230.424 or 
§230.425 and the conditions in paragraph (c) of this section 
are satisfied. 

連邦規則集 230.165 企業結合取引に関する買付 
 
予備ノート：本条は、企業結合に係るコミュニケーションに関して
のみ適用される。免除は、本条を技術的に遵守するコミュニケー
ションには適用されないが、資本調達や転売取引のような別取引
の市場の調整に関して主な目的や影響がある。 
 
 
(a)届出書提出前のコミュニケーション 
証券法(15U.S.C.77e(c))第5項(c)に関わらず、(関係者間の非公
式なコミュニケーション以外の)企業結合取引に関する書面のコ
ミュニケーション(例えば、目論見書)が、§230.425 に従って提出
され、本条の段落(c)の条件が満たされる限りにおいて、証券法

により登録される企業結合取引の証券買付者は、最初の公表時
から企業結合取引に関する届出書の提出までの間に、当該証券
の売却若しくは購入の勧誘を行うことができる。 
 
 
 
 
(b)届出書提出後のコミュニケーション 
証券法(15U.S.C.77e(b)(1))第5項(b)(1)に関わらず、目論見書
が§230.424若しくは§230.425に従って提出され、本条の段落
(c)の条件が満たされる限りにおいて、企業結合取引に関する届
出書の提出後の、(関係者間の非公式なコミュニケーション以外
の)企業結合取引に関する書面のコミュニケーション(例えば、目
論見書)は、証券法第10条(15 U.S.C. 77j)の要求事項を満たす
必要はない。 
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(c) Conditions. To rely on paragraphs (a) and (b) of this 
section: 
(1) Each prospectus must contain a prominent legend that 
urges investors to read the relevant documents filed or to be 
filed with the Commission because they contain important 
information. The legend also must explain to investors that 
they can get the documents for free at the Commission's web 
site and describe which documents are available free from 
the offeror; and 
(2) In an exchange offer, the offer must be made in 
accordance with the applicable tender offer rules 
(§§240.14d-1 through 240.14e-8 of this chapter); and, in a 
transaction involving the vote of security holders, the offer 
must be made in accordance with the applicable proxy or 
information statement rules (§§240.14a-1 through 240.14a-
101 and §§240.14c-1 through 240.14c-101 of this chapter). 
(d) Applicability. This section is applicable not only to the 
offeror of securities in a business combination transaction, 
but also to any other participant that may need to rely on and 
complies with this section in communicating about the 
transaction. 

(c)条件 本条(a)(b)に依拠するために、 
 
(1)各目論見書には重要な情報が含まれているため、証券取引

委員会に提出された若しくは提出される書類を閲覧するよう投資
家を促す目立つ説明文を、各目論見書に含める必要がある。当
該説明文はまた、投資家が証券取引委員会のウェブサイトで無
料で文書を入手できることを説明し、どの書類を買付者から自由
に入手できるか記載しなければならない。 
 
(2)株式交換による株式公開買付において、買付は該当する株式
公開買付のルール(この章の240.14d-1から240.14e-8)に従わな

ければならない。株主の議決権の関係する取引において、買付
は該当する議決の勧誘もしくは情報説明書に関するルール(この
章の240.14a-1から240.14a-101及び、240.14c-1から240.14c-
101)に従わなければならない。 
 
(d)適用範囲 本条は、企業結合取引の証券買付者だけでなく、

企業結合取引のコミュニケーションにおいて本条に依拠する必要
がありまた遵守している、いかなる関係者にも適用される。 
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(e) Failure to file or delay in filing. An immaterial or 
unintentional failure to file or delay in filing a prospectus 
described in this section will not result in a violation of section 
5(b)(1) or (c) of the Act (15 U.S.C. 77e(b)(1) and (c)), so long 
as: 
(1) A good faith and reasonable effort was made to comply 
with the filing requirement; and 
(2) The prospectus is filed as soon as practicable after 
discovery of the failure to file. 
(f) Definitions.  
(1) A business combination transaction means any 
transaction specified in §230.145(a) or exchange offer; 
(2) A participant is any person or entity that is a party to the 
business combination transaction and any persons 
authorized to act on their behalf; and  
(3) Public announcement is any oral or written 
communication by a participant that is reasonably designed 
to, or has the effect of, informing the public or security 
holders in general about the business combination 
transaction. 

(e)未提出若しくは提出遅延 本条に記載する重要でない若しくは

意図的でない目論見書の未提出若しくは提出遅延は、次の場合
に限り、証券法(15U.S.C.77e(b)(1)及び(c))第5条(b)(1)若しくは
(c)の違反ではない。 
 
(1)提出要件を満たすため、誠実かつ合理的な努力がなされた。 
 
(2)目論見書は、未提出であることの判明後、速やかに提出され
た。 
(f)定義  
(1)企業結合取引は、230.145(a)に記載される取引、若しくは株
式交換による株式公開買付をいう。 
(2)関係者とは、企業結合取引の当事者である個人若しくは法人
及び代表して行動する権限を付与された者をいう。 
 
(3)公表とは、企業結合取引について、公衆若しくは一般株主に

知らせることを合理的に企図した、若しくは知らせる効果のある、
口頭若しくは書面による関係者によるコミュニケーションをいう。 

38 


	米国Notice & Access制度　規定集
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38

