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New Reporting Requirement for Foreign 

Investments in the U.S. 

米国の対内外国投資に関する新たな報告義務 

By Jeffery Bell and Stephanie Ference 執筆者：ジェフリー・ベル／ステファニー・フェレンス 

Effective as of September 15, 2014, a new reporting 

requirement applies to a broad range of direct, and 

indirect, investments in the U.S. by foreign persons. The 

U.S. Department of Commerce’s Bureau of Economic 

Analysis (the “BEA”) has published a final rule
[1]

 that

reinstates and expands the BE-13 survey of foreign 

direct investment into the U.S. that was discontinued in 

2009 due to budgetary constraints. This mandatory 

reporting requirement, authorized by the International 

Investment and Trade in Services Survey Act, now 

applies
[2]

 to reportable transactions regardless of

whether the participants have been contacted by the 

BEA.    

2014年 9月 15日より、外国人による米国における広範囲

の対内直接投資及び間接投資に対し、新たな報告義務が

課されることになった。米商務省経済分析局（「BEA」）は、予

算上の制約により 2009年に中止した米国の対内外国直接

投資に係る BE-13調査を復活させ、その範囲を拡大した最

終規則
[1]
を公表した。国際投資・サービス貿易調査法（the

International Investment and Trade in Services Survey 

Act）による制定法上の報告義務は、今後、BEAから取引参

加者に対して接触があったか否かを問わず、報告対象とな

る全ての取引に適用される
[2]
。 

The reporting obligation applies to the U.S. business 

enterprise that is the subject of a reportable transaction. 

Reportable transactions include transactions in which 

“(1) A foreign direct investment in the United States 

relationship is created; (2) An existing U.S. affiliate of a 

foreign parent establishes a new U.S. legal entity, 

expands its U.S. operations, or acquires a U.S. business 

enterprise, or; (3) A U.S. business enterprise that 

previously filed a [survey on Form] BE-13B or BE-13D 

indicating that the established or expanded entity is still 

under construction.” Foreign direct investment is defined 

as the ownership or control by one foreign person 

(foreign parent) of 10 percent or more of the voting 

securities of an incorporated U.S. business enterprise, 

or an equivalent interest of an unincorporated U.S. 

business enterprise, including a branch. 

報告義務は、報告対象の取引の主体である米国企業に適

用される。報告対象の取引には、「(1)米国の対内外国直接

投資関係の成立、(2)外国親会社の既存の米国関連会社に

よる新たな米国法人の設立、米国における営業の拡大若し

くは米国企業の買収、又は(3)過去に［調査フォーム］BE-

13B若しくは BE-13Dにより設立後若しくは拡張後の法人

がなお建設中であることを報告した米国企業」が含まれる。

外国直接投資は、支店を含めた、外国人（外国親会社）によ

る設立後の米国企業の議決権付株式の 10%以上又は設立

前の米国企業の同等の持分による所有又は支配と定義さ

れている。 

Going forward, the applicable BE-13 survey form will be 

due no later than 45 days after the acquisition is 

completed, the new legal entity is established, the 

expansion is begun, or the cost update is requested. 

Failure to file the required report could result in 

injunctive relief, civil penalties, and even criminal 

penalties for willful violations. 

今後は、①買収が完了し、②新法人が設立され、③事業

の拡大が開始し、又は④コストの見直しが要求されてか

ら 45日以内に、該当する BE-13調査フォームを提出し

なければならない。義務付けられている報告の提出を怠

った場合には、差止命令による救済措置又は民事罰を受

ける可能性があり、故意の違反に対しては刑事罰が科せ

られる可能性もある。 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 11 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. Visit us at www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer誌の A-List に

過去 11年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

The BE-13 survey will be filed on one of six form types 

corresponding to particular types of investment 

transactions. Significantly, the transaction-based form 

types are each subject to a de minimis requirement that 

the transaction value be greater than $3 million. 

However, to claim an exemption from filing on those 

form types, participants in transactions having a value of 

$3 million or less are required to complete and file the 

sixth form type. 

BE-13調査は、投資取引の種類毎にそれぞれ種類が異な

る 6種類のフォームのうちの一つにより届出を行う。こ

こで特筆すべきは、取引に基づく複数の種類のフォーム

には、取引額が 300万ドル超であるとする最低要件が

それぞれ適用されるという点である。但し、総資産価値

が 300万ドル以下の取引参加者がこれらの種類のフォ

ームの提出の免除を申請するためには、6種類目のフォ

ームを作成し、提出しなければならない。 

Among the new information required to be reported on 

the BE-13 survey are items relating to (i) equity and debt 

components of the foreign parent funding; (ii) whether 

the new U.S. operation will have research and 

development activities; (iii) whether the new operation is 

under construction; (iv) employment projections; and (v) 

actual and projected construction expenditures by type 

and by year. 

BE-13調査において新たに報告が義務付けられた情報に

は、(i)外国親会社の資金に含まれる株式及び負債要素、

(ii)米国の新事業体が研究・開発活動を行う予定であるか

否か、(iii)新事業体が建設中であるか否か、(iv)雇用の見

通し、及び（v）種類及び年別の建設支出の実額及び予

測値に関連する項目が含まれる。 
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FOOTNOTES 脚注 

[1]
 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-

14/pdf/2014-19256.pdf 

[1]
 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-

14/pdf/2014-19256.pdf 

[2]
 Under the final rule, the BEA will make the new survey 

forms available in November 2014 and respondents will 

be required to furnish data retroactively to January 1, 

2014. 

[2]
 最終規則に基づき、BEAは、2014年 11月に新調査フォ

ームを使用できるようにし、回答企業は 2014年 1月 1日に

遡ってデータを提出する義務を負う。 
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Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 

 




