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主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 
 

2021 年 9 月 21 日付けで、下記のとおり、当社の主要株主である筆頭株主に異動がありましたので、

お知らせいたします。 
 

記 
 

１. 異動が生じた経緯 
2021 年 9 月 21 日付けで、以下の株主およびその共同保有者より、大量保有報告書（変更報告書 No.6）

が関東財務局に提出されたことにより、当社の主要株主である筆頭株主の異動を確認いたしました。 
 

２. 異動した株主の概要 

（１） 名称 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 
（Capital Research and Management Company） 

（２） 所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・スト

リート 333 
（333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.） 

（３）代表者の役職・

氏名 
役職：秘書役 
氏名：ドナルド・H・ロルフ（Donald H. Rolfe） 

（４）事業内容 投資顧問会社 

 
なお、以下の株主が共同保有者とされております。 

（１） 名称 キャピタル・インターナショナル・リミテッド 
（Capital International Limited） 

（２） 所在地 英国 SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴェノー・プレイス 40 
（40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG, England） 
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（３）代表者の役職・

氏名 
役職：ヴァイス・プレジデント 
氏名：アーロン・エスピン（Aaron Espin） 

（４）事業内容 投資顧問会社 

 

（１） 名称 キャピタル・インターナショナル・インク 
（Capital International Inc.） 

（２） 所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州 90025、ロスアンジェルス、サンタ･モニ

カ通り 11100、15 階 
（11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A.） 

（３）代表者の役職・

氏名 
役職：シニア・ヴァイス・プレジデント兼シニア・カウンセル  
氏名：マーク・E・ブルベイカー（Mark E. Brubaker）  

（４）事業内容 投資顧問会社 

 

（１） 名称 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 
（Capital International Sarl） 

（２） 所在地 スイス国、ジュネーヴ 1201、プラス・デ・ベルグ 3 
（3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland） 

（３）代表者の役職・

氏名 
役職：シニア・ヴァイス・プレジデント兼シニア・カウンセル  
氏名：マーク・E・ブルベイカー（Mark E. Brubaker） 

（４）事業内容 投資顧問会社 

 

（１） 名称 キャピタル・インターナショナル株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル 14 階 

（３）代表者の役職・

氏名 
役職：代表取締役会長 
氏名：クワック・ソン・ギョン （Seung K. Kwak） 

（４）事業内容 投資顧問会社、投資顧問業及び投資信託委託業 

 
３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）および総株主の議決権の数に対す

る割合 

 議決権の数 
（所有株式数） 

総株主の議決権の数に 
対する割合 大株主順位 

異動前 
（2020 年 11 月 26 日） 

90,163 個 
（9,016,478 株） 11.19％ 第 1 位 

異動後 80,367 個 
（8,036,871 株） 9.86％ 第 1 位 
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（注）１．上記については、当該株主により提出された大量保有報告書の変更報告書に基づく記載であ

り、当社として当該株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。また、

異動前の大株主順位につきましては 2020 年 6 月 30 日現在の株主名簿、異動後の大株主順位

につきましては 2021 年 6 月 30 日現在の株主名簿にそれぞれ当てはめた場合の順位として記

載しております。 
２．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、異動前の大量保有報告書の変更報告書が提出

された 2020 年 12 月 3 日時点の当社の発行済株式総数（80,585,728 株）から、2020 年 9 月

30 日時点の議決権を有しない株式数（42,715 株）を控除した株式数（80,543,013 株）に係

る総株主の議決権の数 805,430 個を基準に算出しております。 
３．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、異動後の大量保有報告書の変更報告書が提出

された本日時点の当社の発行済株式総数（81,518,316 株）から、2021 年 6 月 30 日時点の議

決権を有しない株式数（38,091 株）を控除した株式数（81,480,225 株）に係る総株主の議決

権の数 814,802 個を基準に算出しております。 
 
４．今後の見通し 
本件は大量保有報告書の変更報告書に基づくものであり、今後の見通しに関する特記事項はありませ

ん。 
 

以上 

 
Sosei Heptares について  

当社グループは、G タンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとした独自の StaR®技術並びに構

造ベース創薬（SBDD）技術から生み出される新薬候補物質の探索および初期開発にフォーカスした、

国際的なバイオ医薬品企業グループです。当社グループは神経疾患、免疫疾患、消化器疾患、炎症性疾

患など複数の疾患領域において、幅広いパイプラインの構築に取り組んでいます。 
 
これまでアッヴィ社、アストラゼネカ社、バイオヘイブン社、ジェネンテック社（ロシュ・グルー

プ）、GSK 社、ノバルティス社、ファイザー社、武田薬品工業株式会社などの大手グローバル製薬企業

および新興バイオ医薬品企業と提携しています。当社グループは、東京に本社を置き、英国のケンブリ

ッジに研究開発施設を有しています。 
 
「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそーせいグループ株式会社（証券コード 4565）

のコーポレートブランドです。「そーせい」、「Heptares」、当社グループのロゴおよび StaR®は、当

社グループの商標または登録商標です。 
 
詳しくは、ホームページ https://soseiheptares.com/をご覧ください。 
LinkedIn: @soseiheptaresco  
Twitter: @soseiheptaresco 
YouTube: @soseiheptaresco 

https://soseiheptares.com/
https://www.linkedin.com/company/soseiheptaresco/
https://twitter.com/soseiheptaresco
https://www.youtube.com/channel/UCVIItbR5X7eoIwbgVrsR-dg
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