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2011 年 12 月 14 日 

各 位 

上場会社名 中外製薬株式会社 

コード番号 4519（東証 第一部） 

本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 

代 表 者 代表取締役社長 永山 治 

問い合せ先 責任者役職名 広報 IR 部長 

氏    名 千葉 暢幸 

電 話  番 号 03(3273)0881 

 

親会社ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

平成 23 年 12 月 13 日付で、中外製薬株式会社［本社：東京都中央区／社長：永山 治］（以下、

中外製薬）の親会社ならびに主要株主である筆頭株主に異動がありましたのでお知らせします。 

 

1． 異動が生じた経緯 

この度、中外製薬の親会社ならびに主要株主である筆頭株主が、直接保有のロシュ・ファームホ

ールディング・ビー・ヴィ（オランダ ヴォールデン）（以下、ロシュ・ファームホールディング）、

間接保有のロシュ・ファイナンス・リミテッド(スイス バーゼル)（以下、ロシュ・ファイナン

ス）、ロシュ・ホールディング・リミテッド（スイス バーゼル）（以下、ロシュ・ホールディン

グ）という 3社の保有関係から、ロシュ・ホールディング 1社による直接保有に変更となりまし

た。 

 

今般の親会社ならびに主要株主である筆頭株主の異動は、ロシュ・グループによる中外製薬株式

保有関係の簡素化を目的に実施され、平成 23 年 12 月 13 日（バーゼル現地時間）に異動に係る諸

手続が行われました。 

 

なお、この異動により親会社ならびに主要株主である筆頭株主となるロシュ・ホールディングは

グループ最上位に位置する持株会社であり、中外製薬が引き続きロシュ・グループの一員であり、

事業における連携は主にグループの中核事業会社であるエフ・ホフマン・ラ・ロシュ・リミテッ

ド（スイス バーゼル）（以下、エフ・ホフマン・ラ・ロシュ）との間に行われることについて変

更はございません。 

 

2． 異動した親会社ならびに主要株主である筆頭株主の概要 

(1) 直接保有の親会社ならびに主要株主である筆頭株主となる株主の概要 

(1) 名称 ロシュ・ホールディング・リミテッド 

(Roche Holding Ltd) 

(2) 所在地 スイス バーゼル CH-4058 グレンツァヒャー通り 124 

(Grenzacherstrasse 124, CH-4058 Basel, Switzerland)
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(3) 代表者の役職・氏名 取締役会長 フランツ ビー フーマー 

(Chairman/Franz B. Humer) 

(4) 事業内容 持株会社 

(5) 資本金 160 百万スイス・フラン 

(6) 設立年月日 1919 年 3 月 26 日 

(7) 連結純資産 11,622 百万スイス・フラン（平成 22 年 12 月 31 日現在）

(8) 連結総資産 61,020 百万スイス・フラン（平成 22 年 12 月 31 日現在）

(9) 大株主及び持株比率 議決権保有の株主グループ：45.01% 

ノバルティス社（関係会社含む）：33.3％（33⅓ 以下） 

(10)上場会社と当該株主の 

関係 

資本関係 ロシュ・ファームホールディングからの

譲渡により、平成 23 年 12 月 13 日に当社

普通株式 335,223 千株を保有しておりま

す。 

人的関係 当該株主の取締役１名が当社の取締役を

兼務しております。 

取引関係 当社と当該株主との間には、記載すべき

取引関係はありませんが、当社と当該株

主を親会社に持つ会社エフ・ホフマン・

ラ・ロシュの間には原材料の仕入等の取

引関係があります。 

 

(2) 親会社ならびに主要株主ではなくなる株主の概要 

(1) 名称 ロシュ・ファイナンス・リミテッド 

(Roche Finance Ltd) 

(2) 所在地 スイス バーゼル CH-4058 グレンツァヒャー通り 122 

(Grenzacherstrasse 122, CH-4058 Basel, Switzerland)

(3) 代表者の役職・氏名 取締役会長 フランツ ビー フーマー 

(Chairman/Franz B. Humer) 

(4) 事業内容 持株会社 

(5) 資本金 409 百万スイス・フラン 

(6) 設立年月日 1971 年 11 月 17 日  

(7) 連結純資産 9,826 百万スイス・フラン（平成 22 年 12 月 31 日現在）

(8) 連結総資産 29,059 百万スイス・フラン（平成 22 年 12 月 31 日現在）

(9) 大株主及び持株比率 ロシュ・ホールディング: 100% 

 

(1) 名称 ロシュ・ファームホールディング・ビー・ヴィ 

(Roche Pharmholding B.V.) 

(2) 所在地 オランダ王国 ヴォールデン ジーアール 3446 ベネ

ルクス通り２Ａ 

(Beneluxlaan 2A, Woerden, 3446 GR, The Netherlands）

(3) 代表者の役職・氏名 取締役会長 バート・ファンハウヴェーレ 

(Chairman/Bart Vanhauwere) 

(4) 事業内容 持株会社 

(5) 資本金 467 百万ユーロ 

(6) 設立年月日 1982 年 4 月 7 日 

(7) 連結純資産 3,461 百万ユーロ（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

(8) 連結総資産 11,017 百万ユーロ（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

(9) 大株主及び持株比率 ロシュ・ファイナンス: 100% 
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3． 異動前後におけるロシュ・グループの所有する議決権の数及び所有割合 

(1) 異動前 

名称 属性 

議決権の数 

（議決権所有割合） 

直接  

所有分 

合算  

対象分 
計 

ロシュ・ホールディング 親会社 
0 個

（0.0％）

3,352,236個

（61.62％） 

3,352,236 個

（61.62％）

ロシュ・ファイナンス 親会社 
0 個

（0.0％）

3,352,236個

（61.62％） 

3,352,236 個

（61.62％）

ロシュ・ファームホールディング 親会社 
3,352,236個

（61.62％）

0個 

（0.0％） 

3,352,236 個

（61.62％）

 

(2) 異動後 

名称 属性 

議決権の数 

（議決権所有割合） 

直接  

所有分 

合算  

対象分 
計 

ロシュ・ホールディング 親会社 
3,352,236個

（61.62％）

0個 

（0.0％） 

3,352,236 個

（61.62％）

（平成 23 年 12 月 13 日現在） 

 

4． 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

 

該当事項はありません。 

 

5． 今後の見通し 

 

本件は、ロシュ・グループ内における中外製薬株式の所有関係を簡素化したものであり、中外製

薬の事業活動に影響は全くありません。 

 

         以 上 


