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連結業績概況
執行役副社長 CFO クリス・カーギル

1

CFOのクリス・カーギルです。

それでは、当期9ヵ月の業績概況について、私よりご説明します。

今期は、会計基準日を12月31日に変更したことにより、経過期間である当期9ヵ月間の業績と
前期開示ベースの12ヵ月間の比較が影響を受けます。

当期の業績をご理解いただくための、会計監査を受けていない参考数値として、試算ベースの
業績概要を補足資料に記載しています。
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マイルストンに関する収益の受領時期の違いに伴い、売上収益も大幅に変動
売上収益（公表ベース）

百万円 百万ドル

62.8

25.9

34.7

3.1

23.1

18.9

5.0

3.9

2018年3月期（12ヵ月） 2018年12月期（9ヵ月）

マイルストンに関する収益 ロイヤリティに関する収益 その他

6,955

2,872

3,840

340

2,561

2,104

554

428

2018年3月期（12ヵ月） 2018年12月期（9ヵ月）

マイルストンに関する収益 ロイヤリティに関する収益 その他

それでは、スライド4をご覧ください。

当期9ヵ月の売上収益は、前期12ヵ月比4,083百万円減少し、2,872百万円となりました。この減
少は主に、マイルストン収益の受領時期の違いによるものです。

グラフのグレーの部分のマイルストン収益は、前期比3,500百万円減少し、340百万円となりま

した。この減少は、当期には既存提携先からの重要なマイルストン収益がなかったことによるも
のです。前期はアラガン社から15百万ドル、アストラゼネカ社から12百万ドル、テバ社より5百
万ドルと、既存提携先からの重要なマイルストン収益がありました。これは、2018年5月10日の
2018年3月期の決算発表で、業績見通しとしてご報告した通りです。一方、当社グループはオ

ラビの国内製造販売承認取得に伴い、富士フィルム富山化学株式会社よりマイルストンを受領
しています。

グラフの青緑色の部分のロイヤリティ収益は、前期比457百万円減少し、2,104百万円となりま
した。

グラフの薄い青色の部分のその他の収益は、第一三共株式会社や、その他のパートナーより
受領したもので、428百万円となりました。これは当社のプラットフォームビジネスのリサーチに
関する提携が進捗していることを反映しています。
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自社開発パイプラインの進捗により、研究開発費が増加
現金支出費用（公表ベース）

百万円 百万ドル

7,790

6,798

4,818 5,187

2,972
1,611

2018年3月期（12ヵ月） 2018年12月期（9ヵ月）

研究開発費に係る現金支出 一般管理費に係る現金支出

70.4

61.2

43.6 46.7

26.8
14.5

2018年3月期（12ヵ月） 2018年12月期（9ヵ月）

研究開発費に係る現金支出 一般管理費に係る現金支出

スライド5をご覧ください。

当期9ヵ月の現金支出費用についてご説明します。

グラフのグレーの部分の研究開発費に係る現金支出は、前期12ヵ月比、369百万円増加し、
5,187百万円となりました。この増加は主に、日本におけるレビー小体型認知症の患者さまを対
象とした第Ⅱ相試験の準備によるものです。この試験は2018年9月18日より自主的に中断して

います。当社はこのほかにも独自の開発プログラムやプラットフォーム技術、トランスレーション
サイエンスにも継続的に投資しています。

グラフの青緑色の部分の一般管理費に係る現金支出は前期比1,361百万円減少し、1,611百

万円となりました。この減少は主に、株式報酬に関連した、英国の社会保険料の未払い費用の
減少、会計年度が短かったこと、および一般管理費をより厳格に管理したことによるものです。
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非現金支出費用および金融費用（公表ベース）
株式報酬費用を主因に減少

2018年3月期
（12ヵ月）

2018年12月期
（9ヵ月）

2018年3月期
（12ヵ月）

2018年12月期
（9ヵ月）

有形固定資産減価償却費 135 205 1.2 1.8

無形資産償却費 895 664 8.1 6.0

株式報酬費用 597 421 5.4 3.8

非現金支出費用合計 1,627 1,290 14.7 11.6

支払利息 153 146 1.4 1.3

RMF1の投資に関する損（益） 47 (81) 0.4 (0.7)

オプション公正価値変動額 (45) 1,121 (0.4) 10.1

為替差損（益） 324 (15) 2.9 (0.1)

条件付対価に係る公正価値変動額（益） 655 (216) 5.9 (2.0)

金融収益および金融費用合計 1,134 955 10.2 8.6

百万円 百万ドル

スライド6をご覧ください。

当期9ヵ月の非現金支出費用および金融費用についてご説明します。

非現金支出費用は前期12ヵ月比337百万円減少して、1,290百万円となりました。これは主に株

式報酬費用の減少によるものです。有形固定資産減価償却費の増加は、英国ケンブリッジ市
に2018年8月に開設した最先端の研究開発施設への投資によるものです。

金融費用は前期比179百万円減少し、955百万円となりました。この減少は主に、企業結合に

よる条件付対価の減少、及び、日本円、米ドル、英ポンドの為替レートが前期に比べ安定して
いたことによる為替差益によるものです。また、金融費用にはMiNA社の株式追加取得の独占
的オプション権不行使に係る評価損1,121百万円が含まれます。
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連結財政状態計算書
ネットキャッシュ11,796百万円と十分な資本を有する健全なバランスシート

2018年3月31日 2018年12月31日 2018年3月31日 2018年12月31日

のれんおよび無形資産 31,355 28,544 295.1 257.4

有形固定資産 1,156 2,715 10.9 24.5

現金および現金同等物 28,281 18,760 266.1 169.1

持分法で会計処理されている投資 4,424 3,644 41.6 32.9

その他の金融資産 1,619 1,515 15.2 13.7

その他の資産 2,651 3,809 25.0 34.2

資産合計 69,486 58,987 653.9 531.8

有利子負債 9,173 6,964 85.9 62.8

その他の負債 11,427 10,443 108.0 94.1

負債合計 20,600 17,407 193.9 156.9

資本合計 48,886 41,580 460.0 374.9

百万円 百万ドル

スライド7をご覧ください。

2018年12月末のバランスシートは十分な資本を有しています。現金及び現金同等物は187億
6,000万円、ネットキャッシュは117億9,600万円となりました。
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コスト管理強化により業績見通しは段階的に修正を実施
2018年度は業績見通しより良い結果で着地（2018年12月までの9ヵ月）

研究開発費に係る現金支出 一般管理費に係る現金支出 現金損失

業績見通し
（2018年11月）

実績
（2018年12月）

6,400百万円～
6,900百万円

5,187百万円

2,000百万円～
2,500百万円

1,611百万円

5,800百万円～
6,300百万円

4,115百万円

厳格なコスト管理を通じ、より慎重な資本配分を目指す

スライド8をご覧ください。

2018年12月期9ヵ月間の実績と2018年11月の第2四半期決算発表時に公表した業績見通しと
の比較です。

三つの指標全てで業績見通しより良い結果で着地しました。

研究開発費に関しては、研究開発プログラムへの資本配分を引き続き注意深く行っています。
その理由は、投資対象となるアセットがビジネス上の観点から有望かどうかを確認するためで
す。このような慎重なアプローチにより支出のランレートを引き下げました。また、当期、業績見
通し公表後に、一時的な会計上の控除がありました。

一般管理費に関しては、厳格なコスト管理が支出のランレート引き下げに寄与しました。また、
当社株価の下落に連動した英国の社会保険料の未払費用の大幅な減少の恩恵もありました。

以上の結果、現金損失は大幅に良い結果で着地しました。
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2019年度の黒字化を目指し、価値創造を加速
2019年度の業績見通しに変更なし（2019年12月までの12ヵ月）

1 1ドル＝108円

研究開発費に係る現金支出 一般管理費に係る現金支出

業績見通し
（2018年12月） 4,320百万円～

4,860百万円

40百万ドル～
45百万ドル1

1,620百万円～
2,160百万円

15百万ドル～
20百万ドル1

経営資源と資本のバランスをより持続可能なものとし、手元資金のランウェイ延長を目指す

P 持続可能かつ厳選した研究開発

新規提携先との活動増加

コストベースの管理徹底

スライド9をご覧ください。

こちらは、2019年12月期の12カ月間の業績見通しです。

我々は当社ビジネスを引き続き強化しており、多くの戦略機会を十分に活用していくための体
制を整えることができました。

2018年末以降、AstraZeneca社との提携で大きな進捗があり、1,500万ドルのマイルストン受領
を発表しました。さらに、世界をリードするMedicxi社とともに、重要なアセットに特化し、価値創
造を目指す、Orexia社とInexia社の二社を設立しました。

我々のStaR®技術と創薬プラットフォームはこれまでにない引き合いをいただいています。

この新規案件の流れは2019年を通じて続くと考えています。

したがって、当社グループの業績は、2019年12月期には改善し、黒字化追求を優先するため
に、より持続可能な資源と資本のバランスを目指します。

2018年11月に公表しました、2019年12月期の12カ月間の業績見通しは、変更いたしません。

以上、私からの業績報告とさせていただきます。次に会長兼社長CEOの田村よりご説明させて
いただきます。
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ビジネスハイライト
代表執行役会長兼社長CEO 田村眞一

2

皆様こんにちは。 会長兼CEOの田村眞一でございます。

私からは、2018年度12月期の9カ月間の業務ハイライトをご説明させていただきます。
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基盤技術を原動力に、2018年度は重要な成果を上げた

2019年度の飛躍に向けて、大きな推進力を創出

新規の提携を梃にGPCR分野におけるリーダーシップを強化－DyNAbindとの提携による技術力強
化、およびケンブリッジ大学との共同研究による創薬過程全般への人工知能活用

複数の新規候補薬を創出－新規提携にむけた交渉が進展中

新薬候補が臨床試験入り－mGlu5拮抗薬が臨床試験入りを果たし、被験者への投薬を開始

提携プログラムにおける著しい進捗－A2a：腫瘍微小環境内のアデノシン産出と抗免疫作用の関
係性に関する前臨床での強力なエビデンス、M4：順調に進捗

新しいコーポレートアイデンティティと、最先端研究施設への移転－より高度なサイエンスとディー
ルを生み出す潜在力

1

2

3

4

5

スライド11をご覧ください。 これは2018年12月期の9カ月間の主な業務アップデートです。

我々は、幅広いビジネスを推進し、さまざまな戦略的なチャンスに恵まれました。

まず、二つの基盤技術の提携を開始し、GPCRにおけるリーダーシップを拡大しました。一つは、
DyNAbind社との提携で、当社の技術の可能性をさらに引き出すことを目指します。もう一つは、
当社の創薬過程全般に亘り人工知能を取り入れるためのケンブリッジ大学との共同研究です。

そして、提携と、選択的な自社開発の進捗に新たな局面をもたらす、次世代の新薬候補品の
波を生み出しました。

昨年12月に、ｍGlu5が第I相臨床試験を開始したことを発表しましたが、他の開発候補品もこれ
に続く見込みです。

提携プログラムでは、素晴らしい進捗がありました。特に、アストラゼネカ社が進めているA2a
次世代がん免疫療法の開発の進展は喜ばしいものでした。Allergan社とのM4プログラムも順
調に進捗しています。

そして最後に、Sosei Heptaresという新しいコーポレートブランドを採用し、研究開発施設が世界

をリードするイノベーション拠点であり、また、ビジネスチャンスを促す環境であるケンブリッジ
への移転を完了しました。

M1プログラムの自主的中断ということもありましたが、このように、2018年12月期は、2019年度
に向かって新たな上げ潮を生み出す重要な期間となりました。

11



収益性を追求し、価値創造を加速

12

技術的リーダーシップの強化と、既存の技術提携が大きく進展
基盤技術（StaR® –構造）

事業開発
（新規・既存の提携）

基盤技術 （StaR® -構造）

創薬
（SBDD）

開発

基盤技術 （StaR® -構造）

低分子 ペプチド 抗体

✓
最新のDNAコード化化合物ライブラリー技術の活用を目的とし
た、DyNAbind社との新規の提携

✓
創薬過程全般への人工知能技術（AI）活用を目的とした、ケン
ブリッジ大学との共同研究

✓
著名な科学誌である「Nature」に、GPCRの高解像度結晶構造を
掲載

✓ 第一三共（疼痛）、およびファイザー社等との技術提携による化
合物が、概念実証（PCC）に向けて進展中

スライド12をご覧ください。 これは、当社の基盤技術部門の主な実績です。

我々は、先ほども申し上げたように二つの新しい提携を発表し、技術力におけるリーダーシップ
の地位を強化しました。

一つ目の、DyNAbind社との提携は、同社の最新のDNAエンコードライブラリ―技術を当社の
StaR®タンパク質に適用させることを目的としたものです。もうひとつの、ケンブリッジ大学との共
同研究は、当社の創薬過程全般に人工知能や機械学習を取り入れるためのものです。

これらの提携は、当社が自社の創薬基盤技術を強化するために、常に最先端の技術を追求し
ていることの結果であり、StaR®タンパク質から生まれる長期的な価値を最大化することに繋が
ります。

当社の経験豊富な研究チームの成果は、この1年間を含めて「Nature」などの著名な科学雑誌
に、幾度も掲載され、複数のGPCRの高解像度結晶構造を発表しています。 このようなかたち

で業界・学会での認知度を高めることは、今後も、製薬会社と提携を進めていく上で重要な要
素となります。

最後に、第一三共、ファイザー等と技術提携しているプログラムは順調に進捗しており、提携先
からも強い支持を得ています。
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収益性を追求し、価値創造を加速

事業開発
（新規・既存の提携）

基盤技術 （StaR® -構造）

創薬
（SBDD）

開発

13

複数の新規候補薬創出により、2019年度の価値創造が可能に
創薬（SBDD）

創薬（SBDD）

ヒット化合物 リード化合物 前臨床試験
開発候補
化合物選定

5 5 5 4

候
補
薬
数

がん免疫

神経系疾患

消化器・炎症

希少疾患

GPR35 EP4 Apelin

H4 PAR2 OX2

疾
患
領
域

あらゆる案件創出のための交渉が進展
－新規提携もしくは自社開発

第Ⅰ相準備中
自社開発

SSTR CGRP

GLP-1 GLP-2✓

スライド13をご覧ください。 こちらは当社の創薬部門の主な実績です。現在、第I相臨床試験
入りを目指している4つの自社開発候補品に加え、がん免疫治療や、消化器疾患、炎症、神経
疾患などの価値の高い治療領域をターゲットにした15の新規プログラムの研究を進めていま

す。尚、ここで自社開発候補品と言っているのは暫定的なもので、状況に応じてカテゴリーが変
わることもあります。

先日、そのうちのいくつかを海外で開催された学会で公開しました。
• 消化器疾患を対象とした、GPR35、EP4
• 炎症、免疫療法の分野では、Apelin、H4、PAR2、そして
• 神経疾患を対象としたOX2です。
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収益性を追求し、価値創造を加速

事業開発
（新規・既存の提携）

基盤技術 （StaR® -構造）

創薬
（SBDD）

開発

14

より価値の高いプログラムへの選択と集中を徹底し、収益性を追求
開発

1上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性（EGFRｍ）進行性非小細胞肺がん（NSCLC）を対象としたAZD4635、アルツハイマー病（AD）の神経行動学的症状を対象としたHTL0016878、
ADを対象としたHTL0018318（自主的に中断）、神経障害を対象としたHTL0014242 

2 複数の進行性固形がんを対象としたAZD4635、レビー小体型認知症（DLB）を対象としたHTL0018318（自主的に中断）

開発

前臨床試験 第Ⅰ相1 第Ⅲ相第Ⅱ相2

4 2 1

候
補
薬
数

✓ mGlu5 – 2018年12月、第Ⅰ相臨床試験入りを達成

✓
SSTR –英国の規制当局および倫理審査委員会の承認取得
近く、被験者への投薬開始予定

✓
オラビ® – 2018年9月、国内医薬品製造販売承認を取得し（発
売済）、国内での販売ロイヤリティを受領できる権利を保有

✓ A2a（AstraZeneca社） –有望な前臨床データを発表

4

スライド14をご覧ください。 こちらは開発部門の実績のハイライトです。

2018年度は、昨年12月にmGlu5が第I相臨床試験入りするという進展がありました。mGlu5は神
経疾患を対象としたネガティブアロスティックモジュレーターです。

その他にも、内分泌疾患治療薬であるSSTRペプチド作動薬が昨年12月に英国の規制当局と倫
理委員会の承認を受け、近く、第I相臨床試験に入る見込みです。

口腔咽頭カンジダ症の治療薬である粘膜付着型錠剤のオラビは昨年9月に国内製造販売承認
を取得し、先日、日本で販売が開始されました。

最後に、次世代がん免疫治療候補薬、AZD4635は、アストラゼネカ社において患者さまを対象
とした臨床試験が順調に進んでおります。

14
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その他のビジネスハイライト

グループ構成 企業活動臨床開発

• M1プログラム

• 臨床試験の自主的な中断を即座に判断
－患者さまの安全を最優先に考慮

• Allergan社は当プログラムへ全面的にコミッ
ト

• 調査は順調に進捗、調査費用は全て
Allergan社が負担

• MiNA Therapeutics社

• MTL-CEBPA単剤での臨床試験の暫定結果
において、有望な安全性、薬理作用および
臨床活性が見られた

• MTL-CEBPAとソラフェニブとの併用での第
Ⅰb相臨床試験の進行肝がん患者の登録
進捗は順調

• 経営陣

• 2名の任命により、トップマネジメント体制を
強化

• 2018年11月、クリス・カーギルを財務最高
責任者（CFO）に任命

• 2018年12月、田村眞一を代表執行役会長
兼社長CEOに任命

• チューリッヒ研究開発施設

• チューリッヒ研究開発施設閉鎖を決定－研
究開発体制の簡素化、資本配分の改善

• 主要な技術資産であるCHESS並びにSaBRE
は、2019年上期に英国グランタパークへの
移管を予定

• グランタパーク、ケンブリッジ

• 英国ケンブリッジのグランタパークの最先
端研究施設への重要な移転

• 世界水準の研究開発センターに至近

• 新施設名はSteinmetz Building

• リブランディング

• Sosei Heptaresへのリブランディングを実施

• ウェブサイトを刷新：
https://soseiheptares.com

• ソーシャルメディアの活用を開始
Twitter/LinkedIn/YouTube/Blogger

スライド15をご覧ください。 こちらは、そのほかの主な業務のアップデートです。

アラガン社と開発中のM1プログラムについては、現在も毒性所見の原因究明の調査が続けら

れており、本年中に作業が完了し、結果を確認できる見込みです。 一方で、我々は、ヨーロッ
パで進められていた、第Ib相臨床試験の中間結果が選択的M1作動薬の仮説を支持するもの
であることを確認しています。尚、アラガン社は当プログラムに全面的にコミットしています。

MiNA社については、MTL-CEBPAとSorafenib（kinase inhibitor）の併用試験において、患者さまの
登録が順調に進んでいるとの報告を受けています。

グループ全体の組織については、クリス・カーギルがCFOに、そして私自身が会長兼CEOに就
任し、経営陣の強化を図りました。

また、チューリッヒの研究施設を閉鎖するという戦略的決断を下しました。 これにより、研究開
発部門の体制が簡素化され、資本配分が改善されます。StaR®技術を補完する、CHESSとSaBRE
技術はケンブリッジの研究施設に移管されます。

昨年秋にお知らせしたとおり、当社研究施設はケンブリッジのグランタ・パークにあるスタイン
メッツビルに移転し、それと同時に、Sosei Heptaresという新しいコーポレートアイデンティティを
立ち上げ、当社の全ての事業で共有しています。
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戦略アップデート
代表執行役会長兼社長CEO 田村眞一

3

次は成長戦略のアップデートです。

16
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2019年度の成長戦略

基盤技術の持続的な成長と収益化へ注力

生産性の高い創薬エンジンからの価値創出を最大化

より価値の高いプログラムへの選択と集中を徹底し、
収益性を追求

事業全体において新規提携を創出し、既存の提携を
進展

収益性を追求し、価値創造を加速

事業開発
（新規 / 既存の提携）

基盤技術（StaR® -構造）

創薬
（SBDD）

開発

スライド17をご覧ください。

一部、第2四半期の決算説明会でご報告した2019年度の成長戦略の繰り返しとなりますが、今

後さらに多くのパートナーと提携を結び、研究開発を効率化して黒字化を目指して参ります。こ
のスライドは、将来の成長戦略の柱と、各部門の目標を示しています。

今後とも当社ビジネスの基盤となる基盤技術を活用して参りますが、三つの点に重点を置きま
す。

まず一つ目は、アンメットニーズが高く、当社とビッグファーマ双方にとって魅力的な治療領域
に的を絞って候補薬の開発を進めていくこと。

次に、創薬段階で有望な候補薬は、当社の大きな価値となるよう自社独自でさらに開発を進め
ていくこと。

そして最後に、既存の提携プログラムの進捗をしっかりと管理しつつ、新規提携を増やしていく
ということです。
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Medicxi社との画期的な提携スキームを発表
事業開発の顕著な進捗

1英国の100％子会社Heptares Therapeutics Limitedが契約主体

神経系疾患に対する新規治療法の開発を目指すアセット特化型企業二社を設立

1

2

3

4

5

新規

Medicxi社は新規設立される二社に最大40百万ユー
ロを投資

両社はオレキシン受容体作動薬に対して我々が所
有する一部特許の所有権等を取得

当社の経験豊富な研究者とオレキシン分野の一流
の専門家を活用した、資金提供による開発プログラ
ム

当社1は両社の株式を保有し、将来的な開発マイル
ストンの支払いを受領する可能性

マリオ・アルベルト・アッカルディ博士が両社のCEO
に就任

• 神経系疾患治療のための、経口オレキシン受容

体ポジティブモジュレーターを開発することを目

指す

• Exhalation Delivery System を活用し、

神経系疾患治療のための、鼻腔内投与オレキシ

ン受容体ポジティブモジュレーターを開発するこ

とを目指す

スライド18をご覧ください。

前回の決算発表で、2019年は新しいパートナーとの提携を増やしていく、ということをお約束し
ました。

そして、その約束を遂行するべく、先日、重要なアセットに特化した企業への資金提供を専門と
するベンチャーファンド、Medicxi社と、オレキシン作動薬の開発について革新的な提携を結び
ました。

この提携の一環として、Medicxi社は、神経疾患の新規治療法を開発するために新たに設立さ
れた二つのアセット特化企業、Orexia社とInexia社に最大4,000万ユーロ（約50億円）を投資する

予定です。当社は両社の株式を保有することとなり、研究開発に対する支払いに加え、開発に
伴うマイルストンおよびロイヤリティを受領することになります。

この提携により、当社の現在進行中の研究や知的財産を、目的に特化したこの2社に託すこと

ができます。 このオレキシン作動薬開発プログラムは非常に有望であり、第三者から集中的
な資金調達を得て、当社も株主となる新たな仕組みの中で新たな価値創造がなされるものと期
待しております。
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AstraZeneca社からの1,500万米ドルのマイルストン受領を発表
既存の提携案件における進捗

1 ClinicalTrials.gov 識別名：NCT02740985
2 ClinicalTrials.gov 識別名：NCT03381274

他の腫瘍に対する認可取得済み免疫チェックポイント阻害の有効性向上の可能性がある、
次世代型がん免疫療法としてAZD4635への期待が高まる

Partnered with:
AZD4635
（A2aR）

AZD4635
A2aR 拮抗薬

単剤療法

AZD4635

Anti-PD-L1

A2aR拮抗薬

デュルバルマブ

次世代がん免疫療法

1,000万米ドル
契約一時金（2015年）

1,000万米ドル
第Ⅰ相マイルストン（2016年）

1,200万米ドル
シナジーマイルストン（2017年）

1,500万米ドル
マイルストン（2019年）

AstraZeneca社との提携の進捗1

✓

第二のプログラムも並行して進捗中2

AZD4635

オレクルマブ

Anti-CD73

A2aR拮抗薬

2020年完了予定

✓

✓

✓

第Ⅰb/Ⅱ相試験結果は
2021年判明予定

二番目の適応症として、上皮成長因
子受容体遺伝子変異陽性（EGFRm）
進行性非小細胞がん（NSCLC）につい
ても進展の可能性

スライド19をご覧ください。

既存の提携プログラムを進捗させることもまた、2019年度に取り組むべき重要な項目です。

今年始めに、次世代がん免疫療法の提携プログラムの進捗により、アストラゼネカ社から1500
万ドル（約16.5億円）のマイルストンを受領したことを発表しました。これは2015年に同社と独占
的ライセンス契約を締結して以来4度目のマイルストンとなります。

アストラゼネカ社はAZD4635について徹底的に治験を行い、現在は複数のがんを対象とした2
本 のプログラムが進行中です。AZD4635の単剤療法と、Durvalumab（PD-L1 inhibitor）および
Oleclumab（anti-CD73）との併用療法です。

腫瘍微小環境で出現する高濃度のアデノシンは免疫システムを抑制することが前臨床試験で
証明されており、腫瘍モデルの前臨床データはAZD4635の単剤、またはほかの免疫療法との
組み合わせを支持するものでした。

今後のアストラゼネカ社における開発進捗を楽しみにしております。
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収益性を追求し、価値創造を加速

年初に２つの戦略目標を達成し、力強いスタートを切った
事業開発の推進により黒字化を目指す

20

コスト管理の
強化

StaR®基盤技術

新規提携の創出
（売上収益）

創薬（SBDD） 開発

既存提携の進展
（売上収益）

研究開発の優先順位付け、
より積極的な提携、合弁会社の新設による、研究開発費とPLコストの削減、
契約の管理強化による経費削減

最低一件の創薬もしくは開発提携を実現し、
一時金収益を獲得

最低一件の、
新規創薬候補から
一時金収益を獲得

最低一件の
技術提携を実現

最低一件の
既存提携先から
マイルストン収益を獲得

最低一件の
既存提携先から
マイルストン収益を獲得

新規および
既存の提携

A

B

A

コスト管理の
強化

B

利益の創出

✓

事業開発
（新規 / 既存の提携）

基盤技術（StaR® -構造）

創薬
（SBDD）

開発

P

P

スライド20をご覧ください。

今年に入ってからのこの二つの発表が示すように、我々は、2019年度の黒字化に向けて、成
長戦略をひとつひとつ実現しています。

また、新規および既存のパートナーシップをさらに推進するために、当社は今後も、基盤技術、
研究開発、事業開発において着実かつ強力に成長しつづけます。 そして、すでに本年度の財
務ガイダンスに反映されているように、研究開発費、管理費を効率化し、徹底的な費用管理を
実施します。

少ないコスト構成で事業を展開していくことは、急成長の中であっても、価値創造を加速させ、
黒字化を追求するための最善の策と考えております。

20



21

オラビ®の発売により、強固で安定的なロイヤリティ収入が拡大
安定的に見込めるロイヤリティ収入も黒字化に寄与

1 株式会社そーせいは、オラビ®の日本における独占販売権を富士フイルム富山化学株式会社に付与

シーブリ® / ウルティブロ® オラビ®

発売 – 2019年 発売予定 – 2020年

QVM149

既存製品

提携企業： 提携企業：提携企業1：

• 呼吸器系売上合計

2018年 602百万ドル

• ウルティブロ® は、米国以外での

LAMA/LABA製品群の売上を維持

• ウルティブロ® は、2019年上半期に

中国で発売予定

• 口腔咽頭カンジダ症の新剤形治療薬

• 2018年9月、国内医薬品製造販売承認

を取得、2019年2月、日本で発売

• 国内でのロイヤリティに加え、販売目標

達成時マイルストン受領の権利を保有

• コントロール不良の喘息患者に対する

維持療法

• 2019年下期に、第Ⅲ相臨床試験の結

果および承認申請予定

• 2020年末までに欧州で発売予定

スライド21をご覧ください。

当社のロイヤリティビジネスは堅調です。そして、今月オラビ錠®が日本での発売を開始したこ
とで、より一層強固なものとなります。

来年には、QVM149がヨーロッパで上市する見通しで、当社のロイヤリティビジネスは飛躍的に
前進し、ビジネスを推進していくためにも最適な体制となります。
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成長戦略を着実に実行
2019年度は以下の実現を目指す

基盤技術での新規提携による、GPCR分野のリーダーシップ拡大

価値の高いパイプラインを優先

自社開発パイプラインの臨床試験入り

創薬および開発における新規提携

1

2

3

4

提携の創出と研究開発投資の選択と集中により、収益性を追求

既存の提携プログラムの進捗5

スライド22をご覧ください。

我々は何を成すにも、まずは患者様と株主様のことを第一に考えます。

これから実行していく2019年の成長戦略で期待していただきたいのは、
• 基盤技術での新たな提携
• 価値の高いパイプラインの開発をさらに優先して進めていくこと
• 自社開発候補品を臨床入りさせること－ その中でもまずはSSTRペプチド作動薬を近く

第1相臨床試験に進めること
• 新規創薬パートナーとの提携
• 既存提携プログラムの開発を突き進めることです。
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さまざまな開発段階で価値の最大化を目指すビジネスモデル
価値創造のアプローチに新たな枠組みを導入

従来のバイオ医薬品企業

持続不可能な研究開発費、低い研究開発の生産性
投下資本利益率低減を伴う高いリスク

高い研究開発の効率性および有効性
投下資本に対する早期の利益創出による低いリスク

小規模なポートフォリオ

新薬開発に10年超

新薬開発に10億から25億ドル

承認取得の確率は約10%

可能性

時間

費用

リスク

✓
StaR®技術の高い生産性により、魅力的な複数の新規

標的を創出

✓
適切なタイミングで価値を創出できる分野で提携や共

同開発を活発に推進

✓
提携先に費用を移転し、マイルストン収益、研究開発

費およびロイヤリティ収益を受領

✓
提携先に研究開発リスクを移転しつつ、希少疾患に関

する一部のアセットについては自販の可能性を保持

スライド23をご覧ください。

限られた新薬候補品の研究開発に多大な投資を行う既存のモデルは非効率的であり、持続不
可能である事が益々明白になって来ています。

当社は新体制の下、新たなパラダイムでの価値創造を目指します。

投資回収が不明確な研究開発に対しての過大な投資は控えて、StaR®技術の生産性を最大化
してビッグファーマ及びバイオ企業が強い興味を抱くような新規ターゲットを創出します。

早期の投資回収を図り、経費と開発リスクのかなりの部分を提携によって低減させる方針です。

そして、次から次へと次世代の新規ターゲットを作成続ける研究開発能力を維持して、新たな
提携を重ねて収益を追求して参ります。

これが当社の新たな価値創造方針の骨子です。
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研究開発プラットフォーム全体で効率性・生産性向上を目指す
創薬の加速・改良のためAIを活用

1 投下資本利益率

研究開発費および開発リスクの低減

基盤技術

• より高速で安価なシークエンシング

• ロボット工学 / オートメーション

• 研究開発の生産性向上

新規標的

• 早期の前臨床候補薬創出

• より良い生理化学的性質

• よい安全性・有効性の高いプロファ
イル

事業開発

• 大手製薬企業/バイオ医薬品企業と
の提携/共同開発/合弁会社の設立

• 投下資本に対する大幅かつ早期の
利益創出1

GPCRにおける
リーダーシップ

• 関連のある次世代標的を継続して
創出するための能力の保持

• 収益性の追求を可能にする

AI
マルチパラメトリックGPCR創薬のためのAI

データと記述子

機械学習

標的選定 StaR®設計 リガンド設計
合成計画
策定

ADMET予測

薬理学
生体分子
構造解析

コンピューター分子設計
ケモインフォ
マティックス

スライド24をご覧ください。

当社はケンブリッジ大学との間で、創薬過程の全般にわたり人工知能を適用する共同研究を
行っています。

当社は、この共同研究で、有用な創薬ターゲット及びリード化合物を効率良く同定する為に人
工知能と機械学習を用います。

人工知能は創薬過程を効率化します。研究に要する時間を経費を低減させ、研究開発の生産
性を向上させます。

当社は、創薬候補品創成において、既に業界平均を上回る生産性を誇っていますが、人工知
能・機械学習を適用することで生産性の更なる向上が期待できます。

人工知能の適用によりGPCR分野でのリーダーシップが更に強固なものとなり、魅力的なター
ゲットを創出して、今後数年に亘り次々と提携数を増やしていけるものと確信しています。

以上でございます。

24
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質疑応答

4
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ご清聴ありがとうございます

ビジョン

日本に軸足を置いた国際的なリーディング

バイオ医薬品企業になる

ミッション

世界中の人々の生活の質と健康の向上に

大きく貢献する

バリュー

誠実性と信頼性、情熱、勇気と粘り強さ、寛容さ、

チームワーク

26
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補足資料

5
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12月31日までの12ヵ月前年同期比較（未監査）
業績ハイライト（試算ベース）

1 2017年の平均ドル/円レート：112.17
2 2018年の平均ドル/円レート：110.29

2017年12月31日
までの12ヵ月

2018年12月31日
までの12ヵ月

2017年12月31日
までの12ヵ月

2018年12月31日
までの12ヵ月

売上収益 8,060 3,550 71.9 32.1

売上原価 - (325) - (3.0)

研究開発費に係る現金支出 (4,237) (6,635) (37.8) (60.0)

一般管理費に係る現金支出 (2,599) (2,484) (23.2) (22.5)

その他の現金収入 115 204 1.0 1.8

現金収入（損失） 1,339 (5,690) 11.9 (51.6)

非現金支出費用 (1,678) (2,021) (15.0) (18.2)

金融損益 (1,276) (479) (11.4) (4.3)

持分法投資損益等 (1,082) (634) (9.6) (5.7)

法人所得税費用 88 2,125 0.8 19.2

当期利益（損失） (2,609) (6,699) (23.3) (60.6)

百万円 百万ドル

当試算ベースの情報は、当社が従来から12月31日を決算期としていたものと仮定して、
会計監査を受けていない参考数値として、12ヵ月間の業績の前年同期比較を記載
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製品/プログラム モダリティ1 適応 パートナー 創薬 前臨床 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相 上市

提携パイプライン –呼吸器関連製品群（伝統的導出型）

Seebri®/Ultibro® SME COPD

QVM149 SME 喘息

提携GPCRパイプライン（伝統的導出型/提携プロジェクト）

A2a SME 複数の固形がん

A2a SME EGFRm NSCLC

M1 SME アルツハイマー病

M4 SME アルツハイマー病

M1/M4 dual SME アルツハイマー病

単一ターゲット SME 疼痛

複数ターゲット SME 複数

複数ターゲット mAb 炎症性疾患

提携GPCRパイプライン（共同開発型/利益分配）

複数ターゲット mAb がん免疫

単一ターゲット ペプチド 炎症性疾患

Asset-centric Companies

オレキシン SME ナルコレプシー

オレキシン SME ナルコレプシー

29

提携パイプライン

1 注：SME = small molecule（低分子）、mAb = monoclonal antibody（モノクローナル抗体）

:今後12–18ヵ月の進捗予定
:現段階複数のモダリティにおける大手製薬会社との提携が、当社のStaR®およびSBDDアプローチを実証

アンメットニーズの高い分野で、世界をリードするパートナーとの複数のプログラムが進行中

29



製品/プログラム モダリティ1 適応 パートナー 創薬 非臨床 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相 上市

自社開発 GPCR パイプライン (Go-to-market/商業化)

M1 SME DLB（日本）

mGlu5 NAM SME 神経系疾患

SSTR ペプチド 内分泌疾患

CGRP SME 偏頭痛

GLP-1 ペプチド 代謝性疾患

GLP-2 ペプチド 腸管不全

Apelin ペプチド PAH

GPR35 SME 炎症性腸疾患

EP4 SME 炎症性腸疾患

H4 SME アトピー性皮膚炎

PAR2 mAb mAb アトピー性皮膚炎

30

希少疾患に焦点を絞ったパイプラインが急速に進展中
自社開発パイプライン

1 注：SME = small molecule（低分子）、mAb = monoclonal antibody（モノクローナル抗体）

: 今後12–18ヵ月の進捗予定
: 現段階複数の候補品が臨床試験にステージアップする見通しで、新規標的候補に関する交渉も進展中

2018年12月
第Ⅰ相臨床試験にて、
患者様への投薬を開始

英国の規制当局および

倫理審査委員会の承認
取得

患者様への投薬開始は、
2019年第1四半期を予定
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31

mGlu5 NAM プログラム概要
自社開発パイプライン

化合物
• HTL0014242
• mGlu5ネガティブアロステリックモジュ
レーター (NAM)

現段階
• 第Ⅰ相
• 2018年12月、患者への投薬開始

対象疾患
• 神経系疾患
• 例：PD-LID/ジストニア症、筋萎縮性側
索硬化症（ALS）

作用機序

• グルタミン酸は、中枢神経系における
主要な興奮性神経伝達物質である。

• グルタミン酸シグナル伝達の機能不全
（過剰分泌）は、数々の疾患との関係
が示唆されており、mGlu5伝達の阻害
による治療効果が期待される。

概要 筋萎縮性側索硬化症（ALS）とは

• 中枢神経系全体における軸索変性および上位、下
位運動ニューロンの進行性消失を主徴とする希少
疾患

• 調査対象のうち患者は、米国では約16,000～
23,000人、EUでは約25,000～36,000人

• 運動ニューロン病（MND）またはルー・ゲーリック病
としても知られる

PD-LID/ジストニア症とは

• 持続的または反復的な筋収縮により引き起こされ
る、捻転、反復性の運動、あるいは異常な固定姿
勢を特徴とする神経性の運動障害症候群

• 調査対象のうち患者は、米国では約300,000人、
EUでは約500,000人
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32

SSTRプログラム概要
自社開発パイプライン

化合物
• HTL0030310
• ソマトスタチン受容体ペプチド作動薬

現段階
• 第Ⅰ相準備完了

• 英国の規制当局および倫理審査委員
会の承認取得（2018年12月）

対象疾患
• 内分泌/神経内分泌障害
• 例：クッシング病

作用機序

• SSTR作動薬は、広範囲の受容体に作

用するよう設計されており、ほぼすべ
てのSSTR受容体サブタイプに作動

• Signifor® （パシレオチド）が、クッシング
病に対するSSTR作動薬の概念実証を
提供

概要 クッシング病とは

• 下垂体腫瘍の下垂体腫瘍分泌副腎皮質刺激ホル
モン（ACTH）分泌を原因とする、血中ステロイドホ
ルモンコルチゾールの過剰分泌による深刻な症状

• ACTHは正常な脳下垂体においても産出されるホ
ルモン

• 調査対象のうち米国における患者は約25,000人

SSTR受容体に結合したオクトレ
オチドのモデル
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独自のアセットについて最適な戦略を選択する権利を保有
最適価値を創造・確保するビジネスモデル

ビジネスモデル 特徴

導出型

共同開発型/合弁

自社開発

• 大きな患者数
• 多大な臨床試験費用
• 後期開発に必要な専門知識
• 大規模な商業化への取り組み

• 希少・特殊疾患
• ピークセールスが3億ドル以上の可能性
• トランスレーションと臨床経路が管理可能、
かつ開発費用が負担可能

• 補完的な技術プラットフォーム
（ぺプチドリーム社 - PDPSペプチド、Kymab社 –
モノクローナル抗体（mAbs））

• アセット特化型企業設立によるプログラムと
価値創造を加速（Orexia社、Inexia社）
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Disclaimer 

• この資料に記載されている内容のうち、当社の将来的な経営戦略や営業方針、業績予測等にかかわるもの
は、いずれも現時点において当社が把握している情報に基づいて想定・算出されたものであり、当社を取り
巻く経済情勢の変化や研究開発の進捗状況、証券市場規模の変化等の様々なリスクや不確定要因を内包
するものであって、現実の業績は、それらの要因により当社の予測数値と異なる可能性があります事をご了
承ください。

• ご注意：この資料は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、投資家ご
自身の判断で行なうようお願いいたします。
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