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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

経営理念のもとに、平成23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）の開発ステージに沿った形でのライセンス契約交渉を推進

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。

当社は、平成22年6月に米国のGAC社（医療分野に特化したコンサルティング会社）と契約し、欧米の大手製薬会社
ともECI301の平成23年5月期中の契約締結を目指して交渉を進めております。しかしながら、現時点では、契約締結

の次期、金額、条件等に関しまして不確実な要素が大きいことから、欧米の大手製薬会社とのライセンスアウト契約
に係わる契約一時金は、上記の売上高の数値に含まれておりません。また、韓国及びインドの大手製薬会社とも早期
契約締結を目指して交渉を進めておりますが、同様の理由により、業績見通しに契約一時金収入を計上しておりませ
ん。
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連結Ｐ/Ｌ （百万円）

上期（実績） 下期（予想）

　売上高 327 1,136 464 1,600

　　①創薬関連事業 25 1,004 0 1,004

　　②機器販売 107 96 354 450

　　③健康食品卸売事業 195 36 110 146

　　売上原価 247 281 313 594

　売上総利益 80 855 151 1,006

　研究開発費＆販売管理費 784 456 450 906

　営業利益 ▲ 703 399 ▲ 299 100

　経常利益 ▲ 749 391 ▲ 303 88

　当期純利益 ▲ 780 390 ▲ 304 86

平成22年5月期
（実績）

平成23年5月期（予想） 平成23年5月期
通期（予想）



業績予想②

１.売上高
①創薬関連では、中稷実業投資有限公司との戦略的提携基本合意契約締結に係わる契約一時金は、入金の

遅れから平成22年5月期売上計上を見送りましたが、平成23年5月期中には売上に計上できる見通しです。
その他、アステラス製薬株式会社等との共同研究に係わる研究協力金売上など、通期合計で 1,004百万
円の売上を見込んでいます。

②機器販売は、平成21年初めに市場投入した蛍光細胞活性測定装置【TAXIScan-FL】の販売 360百万円、そ
の他機器の販売 90百万円、合計で 450百万円の売上を見込んでいます。

③健康食品卸売事業につきましては、農業用サプリメント（ステビアワンダー）を中心に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、機器販売売上原価、健康食品売上原価等、合計で 594百万円
を見込んでいます。

３.研究開発費＆販売管理費
研究開発費と販売管理費の合計で 906百万円を見込んでいます。内、人件費は 300百万円、業務委託費
(コンサルティング料含む)は 150百万円を見込んでいます。

４.利益
営業利益 100百万円、経常利益 88百万円、当期純利益 86百万円となる見通しです。

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 平成22年

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。

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行った後、臨床試験に向けての治験薬製造を本
邦の製造会社に委託し、製造を行いました。また安全試験は英国の企業に委託して実施しました。平成21年6
月に米国でFDA（米国食品医薬品局）からIND（新薬臨床試験開始届）申請を正式承認され、同年秋に米国国
立研究所において第Ⅰ相の臨床試験を開始しました。

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

● 米国国立研究所にて第Ⅰ相臨床試験を推進中、治験データを入手中

● 中国では本年４月に中稷実業有限公司（本社：北京）と共同臨床開発契約を締結済

● 韓国では本年５月に大邱カトリック大学と産学協約を締結済、本年中にパートナー企業と臨床開発予定

● 日本でも本年２月にカルタヘナ承認を取得済み、国内の著名大学病院等で臨床研究を予定

● 本年６月にGAC社（米国のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社）と契約し、グローバル製薬企業とのライセンス契約交渉を推進

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考えら

れます。

放射線を照射した部位以外（転移）の癌にも効果 （アブスコパル効果※）

ECI301は典型的な免疫増強剤
※

である

既存抗癌剤に見られる副作用（免疫抑制、脱毛や体重減少）が少ない

（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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※ 近年世界的に殺癌的観点から癌ワクチン等、免疫腑活が注目されている



ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト③

ECI301の開発ステージ

米国での非小細胞肺癌の臨床に要する期間は、ECI301の場合は放射線併用治療であるため、
Phase Ⅰは18ヵ月、Phase Ⅱは12ヵ月程度と想定しています。現在米国で進行中のECI301の
臨床開発は米国政府主導で行われており、順調に進めば、今期中には Phase Ⅰの相当な臨床
結果が得られるものと期待されます。
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ライセンス供与者は、契約締結時に、①契約一時金、その後、開発ステージの進展に応じ
て、②マイルストーン収入（一時金）、薬品の製造販売承認を取得して上市後は、売上高等
に応じた ③ロイヤリティ収入、を受取る内容の契約が一般的です。

ライセンス契約について

ECI301は現在、米国国立研究所にて、非小細胞肺癌患者を対象とした第一相臨床試験が進められていますが、将来
的には非小細胞肺癌のみならず、頭頸部癌、前立腺癌、乳癌、子宮癌等、放射線治療の対象となる固形癌全般への
適用拡大が期待されます。将来の適用拡大の進展次第では、契約締結先からのライセンス収入（契約一時金、マイ
ルストーン収入、ロイヤリティ収入）の大幅な追加も見込めます。

※

臨床試験の期間やその結果の入手時期等に関するここでの記述に関しましては、あくまで「順調に進めば」という仮定の下で
の想定であり、必ずしも順調に進むことを保証するものではなく、本質的に不確実であることをご承知置き下さい。



ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト④
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ECI301の導出計画

当社は、ECI301の米国での臨床試験開始とともに、国内外、それぞれ複数の大手製薬会社とライセンス
契約の締結交渉を開始し、粘り強く交渉を続けてきました。本年４月には、中稷実業投資有限公司（以下、
「中稷社」）と中国におけるECI301のライセンスアウトを含む戦略的提携基本合意契約を締結しました。
（しかしながら、本契約締結に係わる契約一時金の入金の遅延から、当該契約一時金の平成22年5月期の売
上計上は見送りになりました。本件に関しましてはその後、当社と中稷社で協議した結果、4月に締結した
戦略的基本合意契約書に記載の「支払方法」と「支払期日」に係わる規約を一部変更し、両社は早急に共
同研究所を設立した上で、契約一時金は当該研究所を通して授受することで合意しました。本件の契約一
時金は、平成23年5月期の上半期の売上に計上できる見通しです）。

一方、日本、米国、欧州の製薬会社とのグローバルな契約を視野に入れた提携に関しましては、平成22
年6月に、米国の有力なライセンス契約締結支援コンサルタント会社であるＧＡＣ社とコンサルティング契
約を締結しました。今後当社は、ＧＡＣ社の支援を受けながら大型契約を視野に、平成23年5月期中のライ
センス契約締結の実現を目指してまいります。

当社は現在、韓国の複数の大手製薬会社とも韓国国内におけるライセンスアウト契約と、同国における
治験の共同開発、ならびに、韓国政府の財政支援による「産官学共同Ｒ＆Ｄプロジェクト」への共同参加
等を含む包括的交渉を進めています。他に、インドでも既にコンサルタント会社と契約し、提携候補とな
る製薬会社を絞り込んでライセンスアウト契約交渉に入っており、今後、マレーシア、シンガポール、タ
イワン等のアジア諸国においても交渉を開始する開始する計画です。

ライセンスアウトの契約時期や金額等に関しましては、相手方との交渉事であり、臨床試験の進捗状況等の影響も
大きく受けますので、その締結時期等を保証しうるものではなく、不確実であることをご承知置き下さい。



ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト⑤

 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市場は、３兆円と
莫大なものです。

 ECI301は、将来的には非小細胞肺癌のみならず、頭頸部癌、前立腺癌、乳癌、子宮癌等、
放射線治療の対象となる固形癌全般への適用拡大が期待されます。

 ECI301は、副作用が少なく、アブスコパル効果があるなどの特徴を有していることから、
大きなシェアを獲得する可能性があります。

抗癌剤の市場規模とECI301の可能性

放射線療法の対象と想定される癌
（50％以上）

予想対象市場 ： 約 ３兆円

抗癌剤市場規模（全世界・2012年）

＄65 Billion
＊

≒ ５.８兆円

＊米医薬品調査会社IMS の予測
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ECI301の作用機序（作用メカニズム）

転移癌を移動検知＆攻撃

エフェクター細胞

ECI301

ECI301がエフェクター
細胞を癌局所に誘導、
活性化

活性化

攻 撃

活性化した

エフェクター細胞

エフェクター細胞の誘導

癌局所に集まったエフェクター細胞腫瘍組織に放射線を照射

攻 撃

腫瘍（癌組織）内部での働き

攻 撃
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ECI301を使用した癌治療手順

①腫瘍組織（癌）に放射線を照射

②ECI301を静脈注射にて投与

③ECI301によりエフェクター細胞（T
細胞、NK細胞）が活性化

④活性化したエフェクター細胞が癌
を攻撃

⑤認識力が強化されたエフェクター
細胞が移動して転移癌を探知

⑥転移癌を発見したエフェクター細
胞がこれを攻撃して駆除



癌治療薬ECI301開発 提携先の広がり
アジア、そして世界へ

アジア

日本

韓国

中国
インド他

欧米

ECI301

ECI301

米国欧州

臨床開発

ライセンス契約―マイルストン収入、ロイヤリティ収入

日本 ：カルタヘナ承認→臨床開発、ライセンス契約へ
中国 ：中稷実業投資→ライセンス契約締結、臨床開発へ
韓国 ：大邱カトリック大学→臨床開発、ライセンス契約へ
インド他 ：ライセンス契約 及び 臨床開発へ
欧米 ：米国国立研究所での臨床試験、臨床開発、ライセンス契約へ

ECI301は、癌治療薬のグローバルスタ
ンダードとなる可能性を秘めています。
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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

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治療薬開発を推進

●新スクリーニングシステムを用いて、大手製薬企業から医薬品開発の受託ビジネスを拡大

マクロファージ
炎症部位

フロント（活性阻害）
炎症の悪化を抑制

移動を抑制物質X 投与

マクロファージ

炎症部位炎症部位への移動

炎症の悪化フロント（活性化）

当社は、ＪＳＴ（科学技術振興機構）から５年間に亘って助成金の支援を受けてＦＲＯＵＮＴの開発を続けてきました。

助成金の支援は本年４月で満了になりましたが、当社はこの間に創薬シーズの新しいスクリーニングシステムを確立しました。
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TAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置）

世界で唯一の技術：

従来のボイデンチャンバー法に比べて、使用する細胞候

補化合物、リガンドの量が少量（最大で1/10程度）で済

むため、研究開発コストの削減を可能にします。

将来的にはバイオマーカー探索機能を向上させた診断

用装置として開発することを検討しています。

細胞走化性を濃度勾配が付いたウェルの中で、しかもリ

アルタイムで観察できるのはこの機器だけであり、結果

のみでなく、過程を検討できるということは創薬研究・

臨床研究においては重要な課題です。

治療診断技術の向上：

R＆Dコスト削減に寄与：
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TAXIScan-FLは、細胞動態を蛍光動画で詳細に観察できるように開発された製品です。高倍率対物レンズ（最大

100倍）を備え、微分干渉法に匹敵する、明視野像に加えて蛍光画像の撮影が可能です。微量のサンプルで画像

解析ができるTAXIScan（当社独自の細胞解析技術）の優位性を追求し、より高度な細胞走化性測定を実現しまし

た。TAXIScan-FLの登場により、微細な細胞内部構造の観察や蛍光物質を使った形態変化の観察が可能になり、

癌やアレルギー・炎症性疾患といった疾病研究の発展に貢献するものと期待されます。



研究１部

代表取締役社長CEO

取締役会

機器開発
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

新組織図

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 臨床開発部
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株主構成

■株主分布状況■大株主の状況

平成22年５月31日現在
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大株主名 株式数（株） 比率

金　澤 23,950 11.3%

中国ベンチャー投資株式会社 16,160 7.6%

金ヶ崎　士朗 8,360 3.9%

ﾌｧｲﾅﾝｽ ｱﾝﾄﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｲﾝｸ 4,600 2.2%

有限会社オオエイ商事 4,112 1.9%

南開工業株式会社 3,730 1.8%

Oakキャピタル株式会社 3,162 1.5%

木村　勤 3,053 1.4%

東洋システム株式会社 3,050 1.4%

飯田　哲郎 2,778 1.3%

発行済株式総数 212,000

内国個人,
139,742株, 66%

内国法人,
38,143株, 18%

外国法人・個人,
30,681株, 14%

金融機関・
証券会社,

 3,434株, 2%



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

： 03-6804-7780（代表）

： 平成11年6月1日

： 27億3,154万円

： 代表取締役社長CEO 鈴木 幹雄

： 37名（連結）

： 212,000株

： http://www.effectorcell.co.jp/

平成22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  03-6804-7780
E-mail eci@effectorcell.co.jp
URL    http://www.effectorcell.co.jp

18


