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経営理念

細胞機能解析に基づく

ユニークかつオリジナリティーある創薬活動により、

人々の健康と医療に貢献する

新経営体制への移行とともに新たに制定致しました。（ 2008年7月）
これからも次世代を志向した研究開発で薬の未来を切り拓いていく所存です。

経営理念のもとに、今平成22年5月期の黒字化を目標として

収益体質への改善を推進致します。
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重点施策

契約一時金、マイルストン、ロイヤリティー収入による売上増加

売上増加と利益率向上

相応の対価が得られる新規共同研究受託による売上増加

創薬パイプラインの増強及び基盤技術の更なる強化

①ECI301（癌治療薬）の臨床試験開始によるグローバル製薬企業とのライセンス契約締結

②機器販売力の強化

③共同研究受託の促進

④新たなSEEDS（種）の発掘

当社はECI301開発及びTAXIScanシステムを中心として事業展開を行っております。

事業の核（コア・コンピタンス）をゆるぎないものとし、その永続的発展を実現するために、

以下の重点施策に全社一丸となって取り組んでまいります。
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業績予想①

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社が独自で判断したものであり、数多くの前提やリスク、
不確実性を含んでおります。従いまして、今後発生する状況の変化によっては、実際の業績はこれらの数値と大きく異なる場合
があります。

＊上記業績予想は、癌治療薬ECI301のライセンス契約による契約一時金収入を一切考慮しており
ませんが、ECI301の臨床試験の進展次第で、3,000～5,000百万円が想定され、これを含めると、
売上高3,800～5,800百万円、営業利益1,925～3,925百万円、一株利益9,900～20,186円となります。
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業績予想②

1.売上高
①今回の業績予想では、不確定要素が多いため、アライアンスによる売上高を一切考慮していません。現

在、国内および海外の大手製薬会社とライセンス契約締結に向けて交渉中です。ECI301の臨床試験の進
展次第で、契約一時金3,000～5,000百万円（交渉が急進展している国内大手製薬会社向けを想定）が見
込まれます。

②機器販売は、平成21年より本格的に市場投入した蛍光細胞活性測定装置【TAXIScan-FL】の販売500百万
円、その他機器の販売100百万円、合わせて600百万円の収入を見込んでいます。

③共同研究は、アステラス製薬株式会社等からの研究協力金等による収入50百万円を見込んでいます。
④子会社セルテは、健康食品の卸売販売による収入150百万円を見込んでいます。

2.売上原価
ECI301の治験薬製造費・治験試験補助費400百万円、機器375百万円、健康食品仕入等100百万円、合わせ
て875百万円の計上を見込んでいます。

3.研究開発費＆販売管理費
当期の研究開発費は400百万円、販売管理費は600百万円の計上を見込んでいます。販売管理費中、人件
費は300百万円、業務委託＋コンサルティング料は150百万円の計上を見込んでいます。

４.利益
営業利益および当期純利益はそれぞれ▲1,075百万円を見込んでいます。但し、アライアンスとして
3,000～5,000百万円を想定すると、それぞれ2,000～4,000百万円になります。

業績予想の説明

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社が独自で判断したものであり、数多くの前提やリスク、
不確実性を含んでおります。従いまして、今後発生する状況の変化によっては、実際の業績はこれらの数値と大きく異なる場合
があります。
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製造工程確立 前臨床試験
治験申請

大手製薬会社へのライセンスアウト

ECI301創薬開発ステージ

ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト①

平成20年 平成21年（予定） 平成22年（予定）

現在

ECI301とは、白血球を炎症部位へと引きつける作用のあるタンパク質（MIP-1α）から製造し
たバイオ医薬品で、放射線との併用により照射腫瘍部位で白血球を活性化する効果があります。
当社では、この効果に着目し、新規メカニズムの癌治療薬としてECI301創薬開発プロジェクト
を進めております。

すでに遺伝子組み換え法による医薬品レベルの製造過程の検討を経て、臨床試験に向けての
治験薬製造について本邦の製造会社にて委託製造を完了しております。また英国の企業に委託
しております安全性試験も完了しました。平成21年6月にはFDA（米国食品医薬品局）よりIND
（新薬臨床試験開始届）申請を正式承認され、同年8～9月より、米国NIA（国立加齢研究所）に
て第Ⅰ相の臨床試験を開始します。

今後の施策：グローバル製薬企業とのライセンス契約締結に向けて

● 治験薬製造に係る製造委託先・製剤化委託先の的確なコントロール

● NIA（米国国立加齢研究所）にて第Ⅰ相臨床試験を推進

● 米国での臨床試験での成果を見極めながら、日本国内の著名大学病院等で臨床研究を推進

● 上記を踏まえてのグローバル製薬企業とのライセンス契約を締結

臨床試験
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※アブスコパル効果

癌の放射線治療において、放射線照射した腫瘍から明ら

かに離れた腫瘍組織が縮小または消失する効果のこと

で、臨床的にはまれにしか見られない現象です。

ECI301によりこの効果が再現性よく誘導され、その作用

には、複数の免疫担当細胞が関与していることが判明し

ています。当該効果は、遠隔転移腫瘍にも有効と思われ

ます。

放射線を照射した部位以外の癌にも効果 （アブスコパル効果※）

癌の転移を抑制する効果（アブスコパル効果※）

既存抗癌剤に見られる副作用（免疫抑制、脱毛や体重減少）がない

（上記は動物実験段階での成果です）

転移癌を持つマウス 照射部分以外の

癌にも効果

通常の放射線

治療は照射部分

にのみ効果

放射線＋ECI301

放射線

ECI301の特徴

放射線

放射線

ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト②
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ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト③

ECI301の開発ステージ

臨床に要する期間は一般的に、Phase Ⅰが6カ月、Phase Ⅱが12カ月です。しかしECI301
の場合は放射線併用治療であるため、Phase Ⅰは18カ月（2009年8 or 9月～2011年1月頃、
Phase Ⅱは12カ月（2011年3月頃～2012年3月頃）と想定しています。癌治療薬の場合
Phase Ⅱ終了後、FDAに対して新薬の申請を行うことが出来、また癌治療薬は優先審査品
目に該当するため臨床終了後新薬申請に必要な期間は6ヵ月が想定されます。その後、
ECI301は新しい癌治療薬として登場することになりそうです。

ECI301の導出計画

当社としては、以上の開発ステージに沿った形でのライセンス契約交渉を行っていき
ます。即ち、直近の方針ではPhase Ⅰのデータ収集が可能になる段階（2009年10月～
11月頃）で国内製薬企業とライセンス契約をし、Phase Ⅰの癌に対する薬効が確認出
来た段階（2009年12月～2010年5月頃）でアジア製薬企業および欧米製薬企業とライセ
ンス契約交渉を推進いたします。

ECI301の契約金

平成22年5月期は、ECI301の導出に伴うライセンス契約として、契約一時金30～50億円
の受領を予定しています。その後、開発ステージの進展に伴い、マイルストン収入を
得ていく計画です。
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ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト④

放射線療法の対象と想定される癌（50％）

予想対象市場 ： 3.1兆円

抗癌剤市場規模（全世界・2009年） 6.2兆円
＊

抗癌剤市場規模と今後の可能性

米国国立加齢研究所（NIA)との共同研究＜癌ワクチンとECI301の併用＞
世界最大の医学研究機関である米国国立衛生研究所（NIH）に属する米国国立加齢研
究所（NIA)と提携、癌ワクチンとECI301の併用に関する共同研究を行っております。
これは、NIAで開発したDNA癌ワクチンの効果の一層の増強を目的として、当社の
ECI301を併用する前臨床試験を行うものです。ECI301には癌組織に各種の白血球を誘
導する働きがあり、この働きを利用した新たな癌の治療法の開発が期待されます。

＜平成20年4月契約締結＞

ECI301が有効に作用すると思われる放射線治療
の対象となる癌の抗癌剤予想対象市場は、3.1
兆円と多大なものです。
ECI301は、副作用が少ない、アブスコパル効果
などの特徴を有していることより、大きなシェ
ア獲得の可能性があります。

＊米医薬品調査会社IMS の予測
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FROUNTとは、炎症の悪化や免疫に深く関与するマクロファージなどの血液細胞の移動をコン
トロールする細胞内タンパク質で、当社と東京大学医学系研究科との共同研究により発見し
ました。 （平成17年8月、「Nature Immunology誌」に掲載）

このFROUNTの働きを阻害することで、マクロファージの移動を抑制することができるため、
FROUNT阻害剤となる薬剤を探索し、臓器移植時の拒絶反応、自己免疫疾患、慢性関節リウマ
チや動脈硬化などの難治性炎症性疾患に有効な副作用の低い薬剤の開発を行っています。

FROUNT創薬(抗炎症薬)開発プロジェクト①

スクリーニング
システム

化合物ライブラリーの導入

リード化合物 リード化合物
の最適化

医薬品候補とし
て開発過程へ

FROUNT

■研究開発の状況
現在、この標的分子「フロント」を用いたスク
リーニング系を立上げ、様々な化合物ライブ
ラリーを導入し、創薬シードの探索を開始し
ております。

Bio
Pharmaceutical
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FROUNT創薬(抗炎症薬)開発プロジェクト②

今後の施策：早期収益化に向けて
● 世界初の創薬コンセプトでの治療薬開発の進捗を図る
● JSTの支援、アステラス製薬との共同開発によりフロント阻害剤開発を推進する
● 新たな標的分子の探索・同定、特許の取得

フロント阻害化合物の
探索

動物モデルによる
抗炎症作用の検証

製薬会社への

ライセンスアウト

契約一時金＆研究協力金

マイルストン＆
ロイヤリティ

JSTからの開発支援金

平成20年 平成22年（予定）

アステラス製薬との共同研究および独立行政法人科学技術振興機構(ＪＳＴ）の支援

本年２月には、日本発のグローバル製薬企業であるアステラス製薬株式会社と共同研究契約を締結し、
共同でFROUNTに対する阻害剤の探索研究を実施しています。当該共同研究が成功裏に進展した場合、ア
ステラス製薬が、創製された当該阻害剤の全世界での開発・製造・販売を実施することとなります。そ
れに際して当社は、アステラス製薬より新規医薬品開発段階に応じたマイルストン（各研究段階達成の
対価）および売上高に応じたロイヤリティの支払を受けることとなります。＜平成20年２月契約締結＞

また、本プロジェクトにおいては、独立行政法人科学技術振興機構（JST）から、FROUNT阻害剤開発の独
創性・将来性を認められ、５年間の委託開発事業(平成17年～平成21年)として本創薬開発の支援を頂い
ております。
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機器開発・機器応用・基盤研究プロジェクト

当社の強みであるTAXIScanテクノロジー（細胞走化性解析技術）を

生かした細胞測定装置を開発し、国内外の医療機関・研究所に向けて

販売しております。販売活動については、国内はGEヘルスケアバイオ

サイエンス社との包括的業務提携による代理店ネットワークを活用し

販売を行っております。海外はJETRO（日本貿易振興機構）の支援を受

けながら、欧米向けにTAXIScan-FLの販売を行っていく予定です。また

既に販売代理店契約を締結しているマレーシアの政府系機関（Inno

Bio Ventures）と連携しながら、東南アジア向けにTAXIScan-FLの販売

を行っていく予定です。

アステラス製薬との共同研究
フロントは、マクロファージなどの炎症・免疫に深く関与する血液細胞の移動をコントロールしており、フロント阻害剤は、臓
器移植時の拒絶反応は、関節リューマチ等の様々な自己免疫疾患に対する画期的な新薬として開発が期待されます。ECIとアステ
ラス製薬は共同でフロントに対する阻害剤の探索研究を行い、当該研究が成果を得た場合、アステラス製薬が、創製された当該
阻害剤の全世界での開発・製造・販売を実施することになります。

＜平成20年2月契約締結＞

細胞測定装置の開発・販売

米国国立加齢研究所（NIA)との共同研究＜抗エイズ薬等の新規開発・アルツハイマー型認知症に対するワクチンの新規開発＞

HIVの遺伝子発現を制御することにより、HIVの感染と増殖を阻害し、単剤でも有効な、これまでのコンセプトとはまったく異なる
薬剤の開発を目的として、NIAと抗エイズ薬等の新規開発共同研究契約を締結しました。 ＜平成20年5月契約締結＞

さらに平成21年４月には同じくNIAとアルツハイマー型認知症に対するワクチンの共同開発研究契約を締結しました。NIAで研究し
ている治療ワクチンは、通常のものとは異なり高年齢の患者に対しても効果を発揮する事が期待されているもので、いくつかの前

臨床を経て、今後治験（臨床試験）に結びつくことが予想されます。 ＜平成21年4月契約締結＞

東京大学大学院他1社との共同研究
癌細胞の標的分子に直接作用するため、副作用が少なく、癌細胞に特異的な効果が期待できるがん抗体医薬の共同開発契約を締
結しました。難治性癌、進行癌、転移性癌の治療に対する新たな突破口候補として注目されています。

＜平成20年9月契約締結＞
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ATS
（蛍光細胞活性測定装置）

● 高倍率対物レンズ（最大100倍）搭載
● 蛍光画像の撮影が可能

(自動細胞走化性解析装置）

● 384個の多チャンネル装備
● 大量データ処理可能なソフトウェア搭載

TAXIScan-FL

生きたままの細胞の活性、機能、表現型
の直接観察や、大容量画像データの自
動的な数値化処理を可能とする事で、極
めて効率的に新薬候補物質の新しい探
索方法を可能にします。

高倍率対物レンズ（最大100倍）を
備え、明視野像（通常の照明による
画像）に加えて蛍光画像の撮影が可
能です。微細な細胞内部の構造や蛍
光物質を使った形態変化の観察など
が可能となりました。細胞の免疫細
胞系制御に基づくがん等の新薬開発
の切り札として期待されている装置
です。

EZ-TAXIScan

● 微量のサンプルで画像解析が可能
● 希望領域の細胞数を自動計測
● 細胞遊走状況を観察可能
● コンパクトサイズを実現

(簡易型細胞活性測定装置）
(細胞自動計測装置）

CYTORECON

● 細胞数測定作業の効率化
● 自動細胞濃度計算
● 生存率測定機能
● コンパクトサイズを実現

細胞分析装置ラインナップ
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研究１部

代表取締役社長CEO

取締役会

機器開発
PJ

機器応用
PJ

基盤研究
PJ

事業開発本部 経営管理部

株主総会

監査役会

組織図

研究２部

癌抗体医薬
PJ

ECI301
開発PJ

FROUNT創薬
開発PJ

事業開発部
事業開発
推進部
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コンプライアンスとコーポレートガバナンス

コンプライアンス・

リスク管理委員会

従来のコーポレートガバナンス体制に加え、

内部監査室、コンプライアンス・

リスク管理委員会を設置（2008年3月）

経営体制の効率化と法令遵守の実践に努めるとともに、

コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。

すべてのステークホルダーに信頼される企業経営を目指すとともに、

コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付け、

社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行してまいります。

内部監査室
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株主構成

■株主分布状況■大株主の状況

平成21年５月31日現在
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会社概要

会社名

本店所在地

連絡先

設立

資本金

代表取締役

従業員数

発行済株式数

ホームページ

： 株式会社 ＥＣＩ

（証券コード：4567）

： 東京都目黒区青葉台４－７－７ 青葉台ヒルズ３階

： 03-5452-0662（代表）

： 平成11年6月1日

： 25億0,383万円

： 代表取締役社長CEO 鈴木 幹雄

： 43名（連結）

： 194,440株

： http://www.effectorcell.co.jp/

平成21年５月31日現在
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本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における当社

の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定す

るために、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、

客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記述または前

提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち、

現在想定しうる主要なものとしては、本計画の各種目標・各種施策の実現可能性、関係法令・規則の変化の

可能性、日本国内外の経済・社会情勢の変化可能性等があげられます。なお、潜在的リスクや不確定要因は

これらに限られるものではありませんので、ご留意ください。また、当社は、将来生じた事象を反映するた

めに、本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません。投資に関する最終的な決定は、投資家

の皆様ご自身の責任をもってご判断ください。

お問い合わせ

株式会社ＥＣＩ 経営管理部

TEL 03-5452-0662
E-mail eci@effectorcell.co.jp
URL  http://www.effectorcell.co.jp


