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本資料は、米国イーライリリーと ARMO BioSciences 社が 2018 年 5 月 10 日（米国現地時間）に発表したニュースリリースを 日
本語に翻訳したもので、内容および解釈については原本である英語が優先されます。なお、適応症と安全性重要情報など一部情
報は米国のもので、日本の情報ではありません。また、日本の法規制などの観点から一部、削除、改変または追記している部分が
あります。

リリーが ARMO BioSciences 社の買収で合意
16 億ドルの取引により ARMO の最先端のがん免疫療法資産である pegilodecakin でリリーの臨床ポート
フォリオを強化：pegilodecakin は複数のがん種で試験中

2018年5月10日、米インディアナ州インディアナポリスおよび米カリフォルニア州レッドウッドシティ発－米イーラ
イリリー社（以下、リリー）とARMO BioSciences社は、本日、リリーがARMOを1株当たり50ドル（合計約16億ド
ル）で買収することで最終合意に達したと発表しました。この取引は全額現金で行われます。ARMO BioSciences社は、開発後期のがん免疫療法を取り扱っている企業であり、新規・独自の製品候補のパイプラインを
開発しています。これらの化合物は、がんの患者さんの免疫系を活性化して腫瘍を認識・根絶するよう設計さ
れています。
この買収は、ARMOの主要な化合物であるpegilodecakinを加えることでリリーのがん免疫療法プログラムを
強化するものです。Pegilodecakinはペグ化されたIL-10であり、これまでに複数のがん種において、単独、およ
び化学療法及びチェックポイント阻害剤との併用で、臨床的ベネフィットを示しています。Pegilodecakinは、現
在、膵臓がんにおける第3相臨床試験を実施中であり、肺と腎臓のがん、メラノーマ、およびその他の固形がん
でも早期試験が行われています。また、ARMOは他にも多くがん免疫療法化合物を擁しており、前臨床開発の
様々な段階にあります。
リリーの上級副社長兼オンコロジー部門プレジデントであるSue Mahony博士は次のように述べています。「リ
リーのオンコロジー部門は、がんの治療薬の開発に打ち込んでいます。ARMO BioSciences社の買収は、リリ
ーの革新的なオンコロジー医薬品のポートフォリオに、有望な次世代の臨床的免疫療法のパイプラインを加え
るものです」。
「私たちはがん免疫療法のポートフォリオを開発しており、リリーは身体の免疫系を使って新たな方法でがんを
治療する医薬品を追及していくことになります」と付け加えたのはリリーのグローバル開発及びメディカル・アフ
ェアーズ担当上級副社長のLevi Garraway医学博士です。「Pegilodecakinが持つユニークな免疫学的作用メ
カニズムは、最終的に医師が多くのがん患者さんに新たな希望を提示することを実現する可能性があると我々
は信じています。」
ARMO BioSciences社の社長兼CEOであるPeter Van Vlasselaer博士は次のように述べています。「ARMO
は免疫療法の研究を発展させるために、またpegilodecakinの開発のためにこれまでに成し遂げた成果を誇り
としています 。オン コロジー領域に おける 研究開発のリーデ ィングカンパニーのひ とつ である リリーは
pegilodecakinとARMOの残りのパイプラインの価値を最大化させるためのリソースをもたらしてくれますので、
本買収はARMOおよびその株主と患者さんにとって最良であると判断しています。」

今回の合意の条件下で、リリーはARMO BioSciences社の全株式の公開買付を1株当たり50ドルの価格（合
計約16億ドル）で開始します。この取引が完了するのは規制当局の承認やARMOの発行済み普通株式の過
半数の買い付けなど慣習的な完了条件を満たした後の2018年度第2四半期末と見込まれます。リリーは今回
の公開買付に応じない株式全てを第2段階の合併時に公開買付価格で買い取る方針です。
今回の取引は、慣習的な完了条件を満たした場合、GAAP（一般に公正妥当と認められた会計原則）に従い、
リリーの業績と財務予測に反映されます。リリーの2018年度の非GAAPベースの一株あたり利益予想には変
更は生じません。
この取引においては、クレディ・スイスが財務顧問として独占的に活動しており、Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz法律事務所がリリーの法務顧問を務めています。Centerview Partners 社がARMO BioSciencesおよび
役員会の主任財務顧問を務めています。そしてJefferies LLC社がARMOに財務面で助言しています。また、
Gunderson Dettmer法律事務所がARMOの法務顧問となっています。

イーライリリー・アンド・カンパニーについて
イーライリリー社は、世界中の人々の生活をより良いものにするためにケアと創薬を結び付けるヘルスケアに
おける世界的なリーダーです。イーライリリー社は、1世紀以上前に、真のニーズを満たす高品質の医薬品を創
造することに全力を尽くした1人の男性によって設立され、今日でもすべての業務においてその使命に忠実で
あり続けています。世界中で、イーライリリー社の従業員は、それを必要とする人々の人生を変えるような医薬
品を開発し届けるため、病気についての理解と管理を向上させるため、そして慈善活動とボランティア活動を通
じて地域社会に利益を還元するために働いています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 www.lilly.comおよ
びhttp://newsroom.lilly.com/social-channels。
ARMO BioSciences について
ARMO BioSciences は開発後期のがん免疫療法企業であり、新規・独自の製品候補のパイプラインを開発し
ています。これらの製品候補は、がんの患者さんの免疫系を活性化して腫瘍を認識・根絶するものです。同社
の主要な製品候補であるAM0010（pegilodecakin、ペグ化されたIL-10）は、これまでに複数のがん種において、
単独で、および化学療法及びチェックポイント阻害剤との併用で、臨床的ベネフィットを示しています。
Pegilodecakinについては、現在、膵臓がんの患者さんにおける第3相無作為化ピボタル臨床試験を実施中で
あり、肺がん、肝臓がん、メラノーマ、およびその他の固形がんでも早期試験が行われています。また、ARMO
は他にも多くがん免疫療法製品候補を擁しており、前臨床開発の様々な段階にあります。その中にはAM0001
（抗PD-1モノクローナル抗体）、AM0003（抗LAG-3チェックポイント阻害剤）、AM0015（遺伝子組み換えヒトイ
ンターロイキン-15［IL-15］の一形態）、およびAM0012（遺伝子組み換えヒトインターロイキン-12［IL-12］の一
形態）が含まれています。詳細はwww.armobio.comをご覧ください。
日本イーライリリーについて
日本イーライリリー株式会社は、米国イーライリリー・アンド・カンパニーの日本法人です。人々がより長く、より
健康で、充実した生活を実現できるよう、革新的な医薬品の開発・製造・輸入・販売を通じ、がん、糖尿病、筋
骨格系疾患、中枢神経系疾患、自己免疫疾患、成長障害、疼痛、などの領域で日本の医療に貢献しています。
詳細はウェブサイトをご覧ください。http://www.lilly.co.jp

Lilly Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements about the benefits of Lilly’s acquisition of ARMO BioSciences, Inc. (“ARMO”). It reflects Lilly’s current beliefs; however, as with any such undertaking, there are
substantial risks and uncertainties in implementing the transaction and in drug development. Among other
things, there can be no guarantee that the transaction will be completed in the anticipated timeframe, or at
all, or that the conditions required to complete the transaction will be met, that Lilly will realize the expected
benefits of the transaction, that the molecules will be approved on the anticipated timeline or at all, or that the
potential products will be commercially successful. For further discussion of these and other risks and uncertainties, see Lilly’s most recent Form 10-K and Form 10-Q filings with the United States Securities and Exchange Commission (“the SEC”). Except as required by law, Lilly undertakes no duty to update forward-looking statements to reflect events after the date of this release.
ARMO Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains “forward-looking statements” relating to the acquisition of ARMO by Lilly. Such
forward-looking statements include the ability of ARMO and Lilly to complete the transactions contemplated
by the merger agreement, including the parties’ ability to satisfy the conditions to the consummation of the
offer and the other conditions set forth in the merger agreement and the possibility of any termination of the
merger agreement. Such forward-looking statements are based upon current expectations that involve risks,
changes in circumstances, assumptions and uncertainties. Actual results may differ materially from current
expectations because of risks associated with uncertainties as to the timing of the offer and the subsequent
merger; uncertainties as to how many of ARMOs stockholders will tender their shares in the offer; the risk
that competing offers or acquisition proposals will be made; the possibility that various conditions to the consummation of the offer or the merger may not be satisfied or waived; the effects of disruption from the transactions contemplated by the merger agreement on ARMO’s business and the fact that the announcement
and pendency of the transactions may make it more difficult to establish or maintain relationships with employees, suppliers and other business partners; the risk that stockholder litigation in connection with the offer
or the merger may result in significant costs of defense, indemnification and liability; other uncertainties pertaining to the business of ARMO, including those set forth in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections of ARMO’s Annual Report on
Form 10-K for the year ended December 31, 2017, which is on file with the SEC and available on the SEC’s
website at www.sec.gov. Additional factors may be set forth in those sections of ARMO’s Quarterly Report
on
Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2018, to be filed with the SEC in the second quarter of 2018. In
addition to the risks described above and in ARMO’s other filings with the SEC, other unknown or unpredictable factors could also affect ARMO’s results. No forward-looking statements can be guaranteed and actual
results may differ materially from such statements. The information contained in this press release is provided only as of the date of this report, and ARMO undertakes no obligation to update any forward-looking
statements either contained in or incorporated by reference into this report on account of new information,
future events, or otherwise, except as required by law.
Additional Information about the Acquisition and Where to Find It
The tender offer for the outstanding shares of ARMO referenced in this communication has not yet commenced. This announcement is for informational purposes only and is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of ARMO, nor is it a substitute for the tender offer materials that Lilly and its
acquisition subsidiary will file with the SEC upon commencement of the tender offer. At the time the tender
offer is commenced, Lilly and its acquisition subsidiary will file tender offer materials on Schedule TO, and
ARMO will file a Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 with the SEC with respect to
the tender offer. THE TENDER OFFER MATERIALS (INCLUDING AN OFFER TO PURCHASE, A RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND CERTAIN OTHER TENDER OFFER DOCUMENTS) AND THE
SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. HOLDERS OF SHARES OF ARMO ARE URGED TO READ THESE DOCUMENTS WHEN THEY BECOME
AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT HOLDERS OF ARMO
SECURITIES SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING TENDERING THEIR
SECURITIES. The Offer to Purchase, the related Letter of Transmittal and certain other tender offer documents, as well as the Solicitation/Recommendation Statement, will be made available to all holders of shares
of ARMO at no expense to them. The tender offer materials and the Solicitation/Recommendation Statement
will be made available for free at the SEC’s web site at www.sec.gov.

In addition to the Offer to Purchase, the related Letter of Transmittal and certain other tender offer documents, as well as the Solicitation/Recommendation Statement, Lilly and ARMO file annual, quarterly and
special reports and other information with the SEC. You may read and copy any reports or other information
filed by Lilly or ARMO at the SEC public reference room at 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549.
Please call the Commission at 1-800-SEC-0330 for further information on the public reference room. Lilly’s
and ARMO’s filings with the SEC are also available to the public from commercial document-retrieval services and at the website maintained by the SEC at www.sec.gov.

