
  

  

  

【表紙】   

    

【提出書類】 変更報告書 N0.1 

【根拠条文】 法第27条の25第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【氏名又は名称】 
小野薬品工業株式会社 

取締役社長 是金 俊治 

【住所又は本店所在地】 大阪市中央区道修町二丁目１番５号 

【報告義務発生日】 平成18年12月4日 

【提出日】 平成18年12月8日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 １名 

【提出形態】 その他 



第１【発行会社に関する事項】 
  

  

第２【提出者に関する事項】 
１【提出者（大量保有者）／１】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

  

該当事項はありません。 

  

③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2）【保有目的】 

  

発行会社の名称  小野薬品工業株式会社

会社コード  4528 

上場・店頭の別  上場 

上場証券取引所  東京証券取引所、大阪証券取引所

本店所在地  大阪市中央区道修町二丁目１番５号

個人・法人の別  法人（株式会社）

氏名又は名称  小野薬品工業株式会社

住所又は本店所在地  大阪市中央区道修町二丁目１番５号

旧氏名又は名称  － 

旧住所又は本店所在地  － 

設立年月日  昭和22年7月4日

代表者氏名  是金 俊治 

代表者役職  取締役社長 

事業内容  医薬品の製造および販売

事務上の連絡先及び担当者名 
 大阪市中央区久太郎町一丁目８番２号
 経理部 次長  村岡 一彦 

電話番号  大阪(06)6263局5670番

 資本効率の向上を図るとともに、総合的な株主還元策の一環として保有するものです。
なお当社は現在、本年10月2日付の取締役会決議に基づいて、10月3日より自己株式の取得を行っており、 
これによって取得した株式については、消却する事を予定しております。 



  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

  法第27条の23第3項本文 法第27条の23第3項第1号 法第27条の23第3項第2号 

株券（株）        7,427,980           － 
        － 

新株予約権証券（株） A         －           － F         － 

新株予約権付社債券（株） B         －           － G         － 

対象有価証券カバードワラン
ト 

C         －           － H         － 

株券預託証券           －           －         － 

株券関連預託証券 D         －           － I         － 

対象有価証券償還社債 E         －           － J         － 

合計（株） K      7,427,980 L         － M         － 

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数 

N                                                             － 

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                               7,427,980株 

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                                                             － 

発行済株式総数（株） 
（平成18年12月4日現在） 

Q                            122,919,000 

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                               6.04 

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                               5.02 



(4）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 

  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成18年10月6日 株券（普通株式） 61,275株 取得 5,601円

平成18年10月10日株券（普通株式） 54,200株 取得 5,580円

平成18年10月11日株券（普通株式） 54,279株 取得 5,622円

平成18年10月12日株券（普通株式） 54,201株 取得 5,653円

平成18年10月13日株券（普通株式） 54,235株 取得 5,661円

平成18年10月16日株券（普通株式） 50,775株 取得 5,601円

平成18年10月17日株券（普通株式） 50,663株 取得 5,480円

平成18年10月18日株券（普通株式） 50,600株 取得 5,433円

平成18年10月19日株券（普通株式） 50,600株 取得 5,469円

平成18年10月20日株券（普通株式） 50,601株 取得 5,513円

平成18年10月23日株券（普通株式） 57,502株 取得 5,599円

平成18年10月24日株券（普通株式） 57,591株 取得 5,715円

平成18年10月25日株券（普通株式） 57,500株 取得 5,728円

平成18年10月26日株券（普通株式） 57,580株 取得 5,777円

平成18年10月27日株券（普通株式） 57,500株 取得 5,772円

平成18年10月30日株券（普通株式） 66,202株 取得 5,731円

平成18年10月31日株券（普通株式） 66,236株 取得 5,730円

平成18年11月1日 株券（普通株式） 51,000株 取得 5,634円

平成18年11月2日 株券（普通株式） 14,617株 取得 5,603円

平成18年11月7日 株券（普通株式） 43株 取得 5,650円

平成18年11月8日 株券（普通株式） 33株 取得 5,650円

平成18年11月10日株券（普通株式） 60,800株 取得 5,595円

平成18年11月13日株券（普通株式） 56,406株 取得 5,598円

平成18年11月14日株券（普通株式） 56,486株 取得 5,628円

平成18年11月15日株券（普通株式） 56,400株 取得 5,586円

平成18年11月16日株券（普通株式） 56,401株 取得 5,613円

平成18年11月17日株券（普通株式） 56,400株 取得 5,658円

平成18年11月20日株券（普通株式） 46,700株 取得 5,686円

平成18年11月21日株券（普通株式） 46,720株 取得 5,696円

平成18年11月22日株券（普通株式） 46,720株 取得 5,651円

平成18年11月24日株券（普通株式） 46,703株 取得 5,670円

平成18年11月27日株券（普通株式） 40,900株 取得 5,756円

平成18年11月28日株券（普通株式） 40,900株 取得 5,751円

平成18年11月29日株券（普通株式） 40,901株 取得 5,831円

平成18年11月30日株券（普通株式） 40,901株 取得 5,900円

平成18年12月1日 株券（普通株式） 40,975株 取得 5,913円

平成18年12月4日 株券（普通株式） 40,900株 取得 5,879円



(5）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

(6）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

  

②【借入金の内訳】 

  

該当事項はありません。 

  

③【借入先の名称等】 

  

該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

自己資金額（R）（千円）                                           33,467,936 

借入金額計（S）（千円）                                                       － 

その他金額計（T）（千円）                                                       － 

上記（T）の内訳                                                       － 

取得資金合計（千円）（R+S+T）                                           33,467,936 
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