
 

 

平成25年７月16日 

各 位 

会 社 名   オリンパス株式会社 

代表者名  代表取締役社長執行役員 笹 宏行 

    （コード：7733、東証第１部） 

問合せ先  広報・ＩＲ部長 百武 鉄雄 

    （TEL．03-3340-2111㈹） 

 

当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成25年６月27日付で訴訟の提起を受け、同年７月16日に当該訴訟に係る訴状の送達を受

けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．訴訟の提起に至った経緯 

 当社が過去の損失の計上を先送りするために、平成 13 年３月期から平成 24 年３月期第１四半期まで

の有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書並びに平成 21 年３月期から平成 23 年３月期までの内

部統制報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で16,832,345,953 円の損害を受けたとして、海外の機

関投資家及び年金基金等、合計43社が、民法第709条及び第715条、会社法第350条並びに金融商品取

引法第21条の２第１項に基づき、損害の賠償を求める訴えを提起したものです。 

 

２．訴訟を提起した者 

 別紙「原告一覧」をご参照ください。 

 

３．訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

（１）訴訟の内容 民法第 709 条及び第 715 条、会社法第 350 条並びに金融商品取引法第 21 条

の２第１項に基づく損害賠償請求 

（２）損害賠償請求金額 16,832,345,953 円及びこれに対する平成 23 年 11 月８日から支払済みまで

年５分の割合による金員 

 

４．今後の見通し 

 本訴訟による金額的な影響は現時点で算定が困難であるため、当社の業績に与える影響は不明です。

今後判明し次第、速やかに開示いたします。 

 

 以 上 
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原告一覧 
 

１．第５０原告 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストサクラメント市、ウォーターフロントプレ

イス１００ 

名 称： カリフォルニア・ステート・ティーチャーズ・リタイアメント・システム 

代表者： ジャック・エネス 

 

２．第５１原告 

所在地： カナダ オンタリオ州トロント市ワン・クイーンストリート イースト２６００号 

名 称： カナダ・ペンション・プラン・インベストメント・ボード 

代表者： ジョン・バトラー 

 

３．第５２原告 

所在地： プエルトリコ米国自治領ハトレイ、アーテリアルホストスアベニュー２３５キャピタ

ルセンタービルディング、ノースタワー 

名 称： コモンウェルス・オブ・プエルトリコ・ティーチャーズ・リタイアメント・システム

代表者： ヘクター・マイヨール・カウフマン 

 

４．第５３原告 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ルー・デ・レブール５ 

名 称： ディーカ・インターナショナル・エスエー 

代表者： ライナー・マッハ 

 

５．第５４原告 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ１６ 

名 称： ディーカ・インベストメント・ゲーエムベーハー 

代表者： トーマス・ケッター 

 

６．第５５原告 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ１７８－１９０ 

名 称： ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントゲゼルシャフト・エムベーハ

ー 

代表者： マイケル・ファブ 

 

７．第５６原告 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ１７８－１９０ 

名 称： ディーダブリューエス・インベストメント・ゲーエムベーハー 

代表者： アショーカ・ウォルマン 

 

８．第５７原告 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ブールバード・コンラート・アデナウアー２

名 称： ディーダブリューエス・インベストメント・エスエー 

代表者： ホルガー・ガイスラー 

 

 

 

別紙 
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９．第５８原告 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市ウィルヘルム・ワゲンフェルド通り２０ 

名 称： イーティーエフラブ・インベストメント・ゲーエムベーハー 

代表者： エー・フィーレンバッハ 

 

１０．第５９原告 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市リギリングスガッタン 

名 称： フィアーデ・エーピー-フォンデン 

代表者： アグニータ・ウィルヘルムソン・コーレマール 

 

１１．第６０原告 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン１４ 

名 称： フォルクサム・オムセシーディク・リーフォシェーキリン 

代表者： トーマス・ノーデルヘイム 

 

１２．第６１原告 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン１４ 

名 称： フォルクサム・オムセシーディク・ソークフォシェーキリン 

代表者： トーマス・ノーデルヘイム 

 

１３．第６２原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市１１１サウス・ワッカ・ドライブ３４階 

名 称： ハーバー・キャピタル・グループ・トラスト・フォー・ディファインド・ベネフィッ

ト・プラン 

代表者： エリック・ディー・オヤラ 

 

１４．第６３原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市１１１サウス・ワッカ・ドライブ３４階 

名 称： ハーバー・インターナショナル・ファンド 

代表者： エリック・ディー・オヤラ 

 

１５．第６４原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市ノースラサールストリート２、５００号 

名 称： ハリス・アソシエイツ・インターナショナル・バリュー・エルピー 

代表者： ジャネット・エル・リアーリ 

 

１６．第６５原告 

所在地： 英国ウォリック市 ゲイドンバンブリー通り 

名 称： ジャガー・ランドローバー・ペンション・トラスティーズ・リミテッド 

代表者： トーマス・ボイル 

 

１７．第６６原告 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン１４ 

名 称： ケーピーエー・リーフォシェーキリン・エービー 

代表者： ミア・パルグレン・リブリク 
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１８．第６７原告 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン１４ 

名 称： ケーピーエー・ペンフーンズシェーキリン・エービー 

代表者： ミア・パルグレン・リブリク 

 

１９．第６８原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステートストリート１２

９５ 

名 称： マスミーチュアル・セレクト・オーバーシーズ・ファンド・ア・シリーズ・オブ・マ

スミーチュアル・セレクト・ファンズ 

代表者： ニコラス・パルメリオ 

 

２０．第６９原告 

所在地： 英国ミドルズブラ市ラッセルストリート、シビックセンター 

名 称： ミドルズブラ・ボロー・カウンシル 

代表者： レイ・マロン 

 

２１．第７０原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステート・ストリート１

２９５ 

名 称： エムエムエル・フォーリン・ファンド・ア・シリーズ・オブ・エムエムエル・シリー

ズ・インベストメント・ファンド 

代表者： ニコラス・パルメリオ 

 

２２．第７１原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステート・ストリート１

２９５ 

名 称： エムエムエル・グローバル・ファンド・ア・シリーズ・オブ・エムエムエル・シリー

ズ・インベストメント・ファンド 

代表者： ニコラス・パルメリオ 

 

２３．第７２原告 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ジェイ・エフ・ケネディーアベニュー３３Ａ

名 称： マルチ・マネジャー・アクセス・シカーブ 

代表者： オリビエ・ハンバート 

 

２４．第７３原告 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ７８ 

名 称： マルチ-スタイル・マルチ-マネジャー・ファンズ・ピーエルシー 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

２５．第７４原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ボイルストンストリート３９９ 

名 称： ナティクシス・オークマーク・インターナショナル・ファンド・ア・シリーズ・オブ・

ナティクシス・ファンズ・トラストⅠ 

代表者： コリーン・ダンス・ディニーン 
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２６．第７５原告 

所在地： アメリカ合衆国、デラウェア州ウィルミントン、ノース・マーケット・ストリート１

２０１、１１００号室 

名 称： ニュークリア・エレクトリック・インシュランス・リミテッド 

代表者： ロバート・エヌ・マクガバン 

 

２７．第７６原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市ノースラサールストリート２、５００号室 

名 称： オークマーク・インターナショナル・ファンド-シリーズ・オブ・ハリス・アソシエイ

ツ・インベストメント・トラスト 

代表者： ジャネット・エル・レアリ 

 

２８．第７７原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ステートストリート８４ ２５０号 

名 称： ペンション・リザーブズ・インベストメント・マネージメント・ボード・オブ・マサ

チューセッツ 

代表者： クリス・サップル 

 

２９．第７８原告 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ７８ 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニーⅡ・ピーエルシー 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

３０．第７９原告 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ７８ 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニーⅣ・ピーエルシー 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

３１．第８０原告 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ７８ 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニー・ピーエルシー 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

３２．第８１原告 

所在地： 英国ロンドン市チャーチル・プレイス１ 

名 称： バークレイズ・ペンション・ファンズ・トラスティーズ・リミテッド 

代表者： デイビット・ジョナサン・セマヤ 

 

３３．第８２原告 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市ウンテルフォーリング、アピアンストラーセ５ 

名 称： エスジーエスエス・ドイチェランド・カピタルアンラーゲンゲゼルシャフト・エムベ

ーハー 

代表者： フレデリック・バロヤー 
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３４．第８３原告 

所在地： スイス連邦チューリヒ市ハードストラーセ２０１ 

名 称： スイス・アンド・グローバル・アセット・マネジメント・エルティーディー 

代表者： カルロッタ・ブルーム-ゲンティロモ 

 

３５．第８４原告 

所在地： スイス連邦ベルン市２５ノードリング４ 

名 称： スイスカント・アセット・マネジメント・エルティーディー 

代表者： サロ・エー・グラーノ 

 

３６．第８５原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート１００エヌイー 

名 称： キャタピラー・インク・グループ・インシュランス・マスター・トラスト 

代表者： ジル・ハーラン 

 

３７．第８６原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート１００エヌイー 

名 称： キャタピラー・インク・マスター・リタイアメント・トラスト 

代表者： ジル・ハーラン 

 

３８．第８７原告 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート１００エヌイー 

名 称： キャタピラー・インベストメント・トラスト 

代表者： ジル・ハーラン 

 

３９．第８８原告 

所在地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市イースト４３番通り３２０ 

名 称： ザ・フォード・ファウンデーション 

代表者： ケニス・モンテイロ 

 

４０．第８９原告 

所在地： アメリカ合衆国アイオワ州シダーラピッド エッジウッド通り４３３３ 

名 称： トランスアメリカ・ライフ・インシュランス・カンパニー 

代表者： エリック・キング 

 

４１．第９０原告 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ジェー・エフ・ケネディ・アベニュー３３Ａ

名 称： ユービーエス・ファンド・マネジメント（ルクセンブルク） 

代表者： キャサリン・グレイヤ 

 

４２．第９１原告 

所在地： スイス連邦バーゼル市ブルンガスレーン１２ 

名 称： ユービーエス・ファンド・マネジメント（スイス）アーゲー 

代表者： ビート・シュミッドリン 
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４３．第９２原告 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・アシュバートン・プレイス 

名 称： マサチューセッツ・ヘルス・ケア・セキュリティ・トラスト 

代表者： マーティン・ジェー・ベニゾン 

 

 

以上 
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