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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
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既存の提携先からのマイルストンに関する収益が大幅に増加
売上収益（公表ベース）

百万円 百万ドル

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円

1,803

5,056

310

3,173

1,211

1,201

282

682

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6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

16.4

45.9

2.8

28.8

11.0

10.9

2.6

6.2

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6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
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収益性の追求により経費は減少
現金支出費用（non-GAAP）

百万円 百万ドル

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円

5,012

3,101

4,116

1,862

896

1,239

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6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

45.4

28.2

37.3

16.9

8.1

11.3

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6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
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収益の大幅な増加とコストベースの管理徹底により現金収入は黒字化
現金収入（non-GAAP）

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円

百万円 百万ドル

(3,096)

1,578 

(3,096)

1,578 

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6月）

現金収入

(28.1) 

14.3 

(28.1) 

14.3 

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6月）

現金収入
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非現金支出費用および金融費用（公表ベース）

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円

英国ケンブリッジの新研究開発拠点への移転により減価償却費が増加

2018年12月期
第2四半期（4-9月）

2019月年12月期
第2四半期（1-6月）

2018年12月期
第2四半期（4-9月）

2019年12月期
第2四半期（1-6月）

有形固定資産減価償却費 85 204 0.8 1.9

無形資産償却費 443 472 4.0 4.3

株式報酬費用 129 171 1.2 1.5

非現金支出費用合計 657 847 6.0 7.7

支払利息 87 108 0.8 1.0

RMF1の投資に関する損（益） - 9 - 0.1

出資金運用損（益） (11) (17) (0.1) (0.2)

オプション公正価値変動額 1,112 - 10.1 -

為替差損（益） (35) 144 (0.3) 1.3

条件付対価に係る公正価値変動額（益） (922) 141 (8.4) 1.3

金融収益および金融費用合計 231 385 2.1 3.5

百万円 百万ドル



8

戦略の実行により上期は黒字
四半期利益（公表ベース）

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円

百万円 百万ドル

(3,327) 

395 

(3,327) 

395 

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6月）

四半期利益

(30.2) 

3.6 

(30.2) 

3.6 

2018年12月期第2四半期（4-9月） 2019年12月期第2四半期（1-6月）

四半期利益
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連結財政状態計算書（公表ベース）

2019年：1ドル＝107.8円;   2018年：1ドル＝110.9円

ネットキャッシュ16,915百万円と十分な資本を有する健全なバランスシート

2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日

のれんおよび無形資産 28,544 27,503 257.4 255.2

有形固定資産 2,715 4,098 24.5 38.0

現金および現金同等物 18,760 16,915 169.1 157.0

持分法で会計処理されている投資 3,644 3,494 32.9 32.4

その他の金融資産 1,515 2,045 13.7 19.0

その他の資産 3,809 4,380 34.2 40.7

資産合計 58,987 58,435 531.8 542.3

有利子負債 6,964 7,171 62.8 66.6

その他の負債 10,443 9,780 94.1 90.7

負債合計 17,407 16,951 156.9 157.3

資本合計 41,580 41,484 374.9 385.0

百万円 百万ドル
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相次ぐ新規候補薬の創出により2019年の価値創造を実現
生産性の高いGPCR創薬エンジン

1 日本でのDLBを対象としたHTL0018318の第Ⅱ相臨床試験は引き続き自主的な中断中です。当社グループは、医薬品医療機器総合機構（PMDA）へHTL0018318（あるいは別の新規M1作動薬候補）の新たな
治験届を将来再提出する予定です。

探索 前臨床開発 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相

創薬 (構造ベースデザイン) 開発プログラム (自社開発/提携)

上市

商業化

15+ 7 5 2 1 4

QVM149M1
Ph 1b

M4

A2A

mGlu5

SSTR

M1M4

Undisc.

Undisc.

CXCR4

GLP-1 ant

CGRP

GLP-2 

Ultibro®

Seebri®

Oravi®

Norlevo®

対象領域：

神経疾患

がん免疫

消化器系疾患

希少疾患

A2A

M1DLB1
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一部の研究開発費項目を研究開発費に係る現金支出から損益計算書の他の項目に変更
研究開発費項目の表示方法を変更

損益計算書
2018年12月期

第2四半期（4-9月）

売上収益

売上原価

研究開発費に係る
現金支出

販売費及び一般管理費
に係る現金支出

その他の現金収入

現金収入

非現金支出費用

金融収益及び費用

持分法による投資損益
及び少数株主損益

税金費用

四半期利益又は損失

損益計算書
2019年12月期

第2四半期（1-6月）

売上収益

売上原価（オラビ®錠）

売上原価（研究開発費）

現金

研究開発費に係る現金支出

販売費及び一般管理費に係る
現金支出

その他の現金収入

現金収入

研究開発拠点のリース料

非現金支出費用、金融収益
及び費用

持分法による投資損益及び
少数株主損益

税金費用

四半期利益又は損失

1

2

3

売上原価（研究開発費）は「研究開発に
係る現金支出」から売上原価へ変更

提携プログラムに関わる研究開発活動を
行う従業員に係る全ての費用を計上

研究開発費に係る現金支出は
項目1および3を除く費用を計上

研究開発拠点のリース料はIFRSの新たな
リース基準（IFRS16号）に基づき
「研究開発に係る現金支出」から

支払利息および減価償却費へ変更

=   +          +          = 研究開発費総額1 2 3
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2019年度の利益追求を優先することで、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

一般管理費に
係る現金支出

業績
見通し
（2019年
12月期）

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する


持続可能かつ
厳選した研究開発

 新規提携に向かう
活動の増加


コストベースの
管理徹底

研究開発費に
係る現金支出

研究開発拠点の
リース料（IFRS 16号）

売上原価
（研究開発費）

216百万円

2百万ドル1

3,240百万円～
3,780百万円

30百万ドル～
35百万ドル1

864百万円

8百万ドル1

研究開発費に係る現金支出総額

4,320百万円～4,860百万円 / 40百万ドル～45百万ドル1
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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
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他社との差別化につながる当社グループの中核となる強み

新規GPCRターゲット

の構造解析力

SBDDに基づく

高品質の化合物

の創出

グローバルな開発力

柔軟な提携戦略
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2019年度上期は力強いモメンタムを継続

提携プログラムにおける良好な進捗 – AstraZeneca社（AZD4635）、Pfizer社（2つの臨床開発候補
物質選定）、ノバルティス社（QVM149）の案件全てにおいて進捗に伴うマイルストンを受領

提携プログラムにおける有望な臨床試験データ – AZD4635の前臨床試験および第Ⅰa相臨床試験
データに関するAstraZeneca社によるAACR2019での発表、QVM149の第Ⅱ相臨床試験データに
関するノバルティス社によるATS 2019での発表

未提携のパイプラインにおける進捗 – SSTR5受容体作動薬の第Ⅰ相臨床試験開始、
他のプログラムも順調に進捗

スピンアウトによる二社設立 – 当社グループによって設計・開発されたオレキシン受容体をOrexia
Ltd/Inexia Ltdにスピンアウト、Medicxi社が資金提供（最大40百万ユーロ）

製品の発売 – 口腔カンジダ症治療薬「オラビ®錠口腔用50mg」の国内発売、 COPD治療薬
「ウルティブロ®ブリーズヘラー®」および「シーブリ®ブリーズヘラー®」の中国での発売
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提携プログラムにおける良好な進捗

A2a拮抗薬 | AZD4635 複数ターゲットに関する提携 新規吸入配合剤 | QVM149

提携パートナー： 提携パートナー：提携パートナー：

• 次世代がん免疫療法の第Ⅱ相臨床

試験開始

• AstraZeneca社より進捗に伴うマイル

ストン15百万米ドルを受領

• 2015年に独占的ライセンス供与した

化合物から4番目のマイルストン達成

• Pfizer社により2つの臨床開発候補薬

選定

• それぞれの候補薬選定により、

各3百万米ドルのマイルストンを受領

• 最大10種のGPCRに作用する新薬創出

研究提携

• 医薬品販売承認を欧州医薬品庁

（EMA）へ申請

• ノバルティス社より2.5百万米ドルの

マイルストンを受領

• 第Ⅲ相臨床試験は2019年中に完了

予定
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2019年度上期に提携パートナーが2件の重要データを発表

注：発表された全てのポスターは当社ホームページにてご覧いただけます（英語のみ）。

発表者：

発表者：

• AZD4635が免疫細胞のアデノシンを媒介とした

免疫抑制を阻害し抗腫瘍活性を回復した

• 固形悪性腫瘍患者を対象とした単剤もしくは

イミフィンジ®（デュルバルマブ）との併用による

AZD4635の早期臨床活性が観察された

第Ⅱ相臨床試験におけるデータ：

• QVM149は投与時間に関係なく喘息患者の

肺機能改善を示した

• 喘息患者の肺機能改善における高用量

サルメテロール/プロピオン酸フルチカゾンに

対するQVM149の優越性が示された

米国がん学会（AACR）年次総会
2019年4月15日

American Thoracic Society (ATS)
22 May 2019

https://soseiheptares.com/our-science/clinical-data-presentations.html?ctry=jp
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Allergan社とのムスカリンプログラムの開発活動は継続中

いくつかの化合物の開発を進めるべく、ムスカリン受容体作動薬ポートフォリオに対する取り組みを実施中

日本のDLB患者を対象とした現在の臨床試験計画に基づいたHTL0018318の第Ⅱ相臨床試験については、CROの
維持費など不必要な臨床試験活動に伴う支出を最小限にとどめるため、中止を決定

1

3

4

アルツハイマー病治療薬候補HTL0018318に関する臨床開発活動については、自主的中断を継続し、毒性所見に
関しては、現在なお精査中であり、詳細な結果に関しては、2019年末頃にお知らせする予定

当社グループは、引き続き日本でのDLBプログラム継続に全力を注ぎ、医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ
新たな臨床試験計画での治験届を将来再提出する予定5

2 新薬候補になり得る複数の化合物を創製
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全社的なビジネスの強化が進展

Zurich R&D Facility
新たな従業員

インセンティブ制度

• 独立社外取締役として

永井智亮氏を新任

• 執行役として安井忠良氏

を新任

• 内部監査部門等で新規

採用

ガバナンスおよび経営体制 新たなクライオ電顕技術

• 施設の閉鎖完了

• 主要な技術資産である

CHESS、SaBREは英国

グランタパークへ移管

• 当社取締役、執行役

および上級職従業員を

対象に企業の成長への

貢献を促進しその報酬制

度として導入

• 勤務期間等を条件とする

「株式報酬制度」と、

あらかじめ定めた業績

目標の達成を条件とする

「株式報酬制度」からなる

• さまざまな生体物質の

構造を見たり観察したり、

結晶化なしでの高解像度

構造を特定したりするのに

役立つツール

• 研究開発施設に専用施設

を増設、最先端のサーモ

フィッシャー社のGlacios
電子顕微鏡を導入

チューリヒ研究開発施設
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クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）の導入で最先端技術を活用

出典： Glukhova et al., ACS Pharm & Trans Sci (2018); Koehl et al., Nature (2019)

グランタパークに専用施設を増設し、
電子顕微鏡解析、データ処理を

自社で行うための設備（Glacios、200 keV）を導入

新たなタンパク質構造解析手法

e e

Glukhova et al., ACS Pharm & Trans Sci (2018)

Koehl et al., Nature (2019)
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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
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収益性の追求により成長戦略を加速

Platform Technology (StaR® - Structure)

創薬基盤技術でのリーダーシップを拡大

Drug 
Discovery

(SBDD)
Development

Accelerating value creation by pursuing profitability

Business Development 
(New/Existing Partners) 

高品質の新薬候補化合物を創製

価値あるプログラムに的を絞って開発

新規提携の獲得と既存提携の推進

Accelerating value creation by pursuing profitability

Business Development 
(New/Existing Partners) 

Platform Technology (StaR® -Structure)

Drug 
Discovery

(SBDD)
Development

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



Accelerating value creation by pursuing profitability

事業開発の目標を達成
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コスト管理の
強化

基盤技術

新規提携の創出
（売上収益）

創薬 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
基盤技術提携を実現

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

✓

Business Development 
(New/Existing Partners) 

Platform Technology (StaR® -Structure)

Drug 
Discovery

(SBDD)
Development









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
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ジェネンテック社との複数のターゲットを対象とした新規提携発表

新規低分子および/またはバイオ医薬品の創薬

さまざまな疾患に関わるGPCR がターゲット

ジェネンテック社がグローバルな独占的権利を保有

契約一時金と初期マイルストン合計で26百万米ドル
目標の達成に応じ将来的には総額1,000百万米ドル
を受領する権利を保有

上市後は販売高に応じたロイヤリティを受領

1

2

3

4

5

「ジェネンテックは革新的な

サイエンスを追求し、生命を脅かす

深刻な病気と闘っている患者さまの

ために、医薬品開発を行うバイオ

医薬品会社です」
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武田薬品との複数のターゲットを対象にした新規戦略提携発表

「武田薬品は、消化器系疾患に

おけるグローバルリーダーであり、

炎症性腸疾患や酸関連疾患、

消化管運動障害といったアンメット

ニーズの高い消化器系疾患領域を

けん引しています」

新規低分子および/またはバイオ医薬品の創薬・開発

さまざまな疾患に関わるGPCRがターゲット

初期は消化器系疾患における優先度の高いターゲット
に注力

武田薬品がグローバルな独占的権利を保有

契約一時金と初期マイルストン合計で26百万米ドルを受領

契約期間にわたる研究開発に対する支払い、将来的な
マイルストン総額1,200百万米ドルを受領する権利を保有

上市後、販売高に応じて段階的ロイヤリティを受領

1

2

3

4

5



37%

36%

18%

9%

50%

10%

20%

20%
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治療領域の専門性強化によるさらなる進化

神経系疾患に加え、免疫系/消化器系疾患における専門性を強化

現在 将来の姿

神経系疾患

免疫/消化器系疾患

オンコロジー（がん）

希少疾患

開発中プログラム 創薬中プログラム
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消化器系疾患をターゲットとしたGPCRにおける専門性を拡大

500億ドルもの大きな市場規模

通院患者数は年間約3,100万人

処方箋発行数は年間約4,000万件

GPCRターゲットが豊富に存在

複数の作用機序
臨床的にバリデーション済み

高いアンメットニーズ









口腔

胃内容排出
A

食道

胃

小腸

小腸通過
B

大腸通過
C

大腸

消化管生理学に精通 GI（消化器系疾患）プラットフォームへの
戦略的アプローチ

ターゲット/リガンドの疾患への関連性を解明

基礎から臨床研究まで一体とした
開発モデルの有効性を確認

ヒトの主要な細胞や組織の機能に対する
影響や作用機序を決定

腸管内で吸収されるようデザイン・最適化し、
全身に吸収される化合物よりも

高い安全余裕度を確保

高濃度薬物

低濃度薬物

1

2

3

全
消
化
管
通
過= A

+ B
+ C
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2019年度の戦略見通しに対する着実な進捗

新たに基盤技術提携を実現し、GPCRにおけるリーダーシップを拡大

価値あるプログラムを優先

未提携品が臨床試験入り

新規医薬研究開発を目指した新たな提携









2019年度後半は徹底したコスト管理とプロジェクトの推進に注力

既存提携プログラムの進捗



黒字化へ向けて着実に進展

長期的付加価値を狙い、一定程度の研究開発費を維持
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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
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補足資料

5
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収益の大幅な増加とコストベースの管理徹底により現金収入は黒字化
現金収入（non-GAAP）および四半期利益（公表ベース）

2018年12月期
第2四半期（4-9月）

2019年12月期
第2四半期（1-6月）

2018年12月期
第2四半期（4-9月）

2019年12月期
第2四半期（1-6月）

売上収益 1,803 5,056 16.4 45.9 

売上原価 - (393) - (3.6)

研究開発費に係る現金支出 (4,117) (1,862) (37.3) (16.9)

販売費及び一般管理費に係る現金支出 (896) (1,239) (8.1) (11.3)

その他の現金収入 113 16 1.0 0.1 

現金収入又は損失 (3,096) 1,578 (28.1) 14.3 

非現金支出費用 (657) (847) (6.0) (7.7)

金融収益及び費用 (231) (385) (2.1) (3.5)

持分法による投資損益及び少数株主損益 (159) (54) (1.4) (0.5)

税金費用 815 103 7.4 0.9 

四半期利益又は損失 (3,327) 395 (30.2) 3.6 

百万円 百万ドル

2019年度上期は黒字化

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝110.2円







6月30日までの6ヵ月前年同期比較（未監査）
業績ハイライト（試算ベース）

2018年6月30日
までの6ヵ月

2019年6月30日
までの6ヵ月

2018年6月30日
までの6ヵ月

2019年6月30日
までの6ヵ月

売上収益 1,512 5,056 13.9 45.9 

売上原価 - (393) - (3.6)

研究開発費に係る現金支出 (3,273) (1,862) (30.2) (16.9)

販売費及び一般管理費に係る現金支出 (1,381) (1,239) (12.7) (11.3)

その他の現金収入 126 16 1.2 0.1 

現金収入又は損失 (3,016) 1,578 (27.8) 14.3 

非現金支出費用 (964) (847) (8.9) (7.7)

金融収益及び費用 428 (385) 3.9 (3.5)

持分法による投資損益及び少数株主損益 (193) (54) (1.8) (0.5)

税金費用 1,235 103 11.4 0.9 

四半期利益又は損失 (2,509) 395 (23.1) 3.6 

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、6ヵ月間の業績の前年同期比較を記載

2019年：1ドル＝110.1円;   2018年：1ドル＝108.6円
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GPCR創薬におけるグローバルリーダー

サイエンスの
最先端を行く企業
として世界的に
認知されている

25種類以上

のGPCRから

260以上

の分子構造を解明

全体の30%以上

のGPCRターゲットの

構造を解明

当社グループの技術が評価され
世界有数の製薬企業や

バイオ医薬品企業と提携を実現

主要学術機関との連携により
常にサイエンスの最先端を行く

へプタレス社共同創業者の
リチャード・ヘンダーソンが
ノーベル化学賞を受賞

2社のアセット特化型企業を設立

4 4つの製品が
国内外で上市

29
幅広いパイプライン
の中から29の開発
プログラムを開示
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アンメットニーズの高い領域の新規治療法を開発中

出典: World Health Organization, EvaluatePharma, Management Estimates
注: 市場規模は当該領域に関する全てのセグメントにおける製品の全世界での売上。当社グループは特定の市場の一つのセグメントを対象とする可能性があります。1 クッシング病を含むクッシング症候群
の市場規模

世界の患者数

30万人

$11億
2024年1

クッシング病

世界の患者数

約5,000万人

$74億
2024年

認知症

米国の患者数

約160万人
（中～重度、コン
トロール不良）

$66億
2024年

アトピー性
皮膚炎

世界の患者数

約5万人

$57億
2024年

肺動脈性
肺高血圧症

世界の患者数

約45万人

$12億
2024年

筋萎縮性
側索硬化症

世界の患者数

約4,200万人

$2,200億
2024年

がん

世界の患者数

約310万人

$191億
2024年

炎症性
腸疾患

• SSTR作動薬
• M1作動薬
• M4作動薬
• M1/M4作動薬

• H4拮抗薬
• PAR2抗体

• Apelin作動薬 • mGlu5 NAM • A2a拮抗薬
• CXCR4抗体

• GPR35作動薬

世界の患者数

約11億人

$83億
2024年

偏頭痛

• CGRP拮抗薬



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
日本で上市した製品（販売提携）

ノルレボ® 低分子 緊急避妊

オラビ® 低分子 口腔カンジダ症

提携パイプラインー呼吸器関連製品（伝統的導出型）

シーブリ®/ウルティブロ® 低分子 COPD

QVM149 低分子 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 拮抗薬 低分子 複数の固形がん

A2a 拮抗薬 低分子 EGFRm 非小細胞肺がん

M1 作動薬 低分子 アルツハイマー病

M4 作動薬 低分子 アルツハイマー病

M1/M4 デュアル作動薬 低分子 アルツハイマー病

単一ターゲット 低分子 疼痛

複数ターゲット 低分子 複数

複数ターゲット 抗体 炎症性疾患

複数ターゲット 低分子/生物製剤 複数

複数ターゲット 低分子/生物製剤 複数

提携 GPCR パイプライン（共同開発/利益配分）

CXCR4 抗体 抗体 がん免疫

単一ターゲット 抗体 がん免疫

単一ターゲット ペプチド 炎症性疾患

アセット特化型企業

オレキシン作動薬 低分子 ナルコレプシー

オレキシン作動薬 低分子 ナルコレプシー

36

複数の提携プログラムにおける進捗

1

: 今後12-18カ月の進捗見込み
: 現段階



製品/プログラム モダリティー 適応 創薬 前臨床 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相 上市

自社開発（未提携）GPCRパイプライン

M1 作動薬 低分子 DLB（日本）

mGlu5 NAM 低分子 神経系疾患

SSTR 作動薬 ペプチド 内分泌疾患

CGRP 拮抗薬 低分子 片頭痛

GLP-1 拮抗薬 ペプチド 代謝性疾患

GLP-2 作動薬 ペプチド 腸管不全

Orexin-1 拮抗薬 低分子 コカイン使用障害

Apelin 作動薬 ペプチド 肺動脈性肺高血圧症

GPR35 作動薬 低分子 炎症性腸疾患

H4 拮抗薬 低分子 アトピー性皮膚炎

PAR2抗体 抗体 アトピー性皮膚炎

幅広いGPCRをターゲット
とした複数のプログラム

低分子
高分子
抗体
ペプチド

神経系疾患、GI（消化器系
疾患）/炎症性疾患、がん免疫、
希少疾患にわたる複数の疾患

非常に広範な未提携パイプライン

複数の候補薬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 :今後12-18カ月の進捗見み
:現在の段階
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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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