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当社の使命：細胞シート再生医療の世界普及

日本発の再生医療ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ技術に基づく

世界初の

「細胞シート再生医療」の世界普及を

推進することを通じて

先端医療の実現に貢献する

「細胞シート工学」
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当社の事業内容：細胞シート工学を基盤とする２つの
事業を推進

細胞シート再生医療事業

 細胞シート再生医療医薬品の研究開発（・製造・販売）

 現在5つのパイプラインを研究開発中
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再生医療支援事業

 細胞シート再生医療研究開発の基盤ツールである
「温度応答性細胞培養器材」及びその応用製品の
研究開発・製造・販売（既に複数の製品を上市）

 細胞シート再生医療提携先開拓の戦略的「撒き餌」でもある
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当社の細胞シート再生医療医薬品パイプライン：角膜は
欧州で事業化準備中、心筋の市場ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは莫大

軟骨再生シート
適応症：
変形性関節症

歯周組織再生シート
適応症：
歯周病

食道再生上皮シート
適応症：
食道癌除去後の食道上皮再建 東京女子医大

実施中

心筋再生パッチ
適応症：拡張型心筋症、
虚血性心疾患（心筋梗塞など） 大阪大学

角膜再生上皮シート
適応症：
角膜上皮幹細胞疲弊症

終了 終了

終了

終了

パイプライン名
基礎・前
臨床研究

臨床
研究

治験
承認
申請

薬事
承認

上市

終了

ほぼ終了

東海大学

欧州人道的使用
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実施中準備中
フランス 全欧州（30ヶ国）

実施中

準備中

東京女子医大

準備中



▲1,222

+18

2012年度 2014年度

2018年度

0

▲1,222

+182010年度

当期純利益
（計画値又はイメージ、百万円）

欧州角膜薬事承認の取得
米国角膜事業提携の実現

心筋事業提携の実現
欧州角膜販売の本格化

欧州角膜薬事承認取得準備
フランス治験の完了
薬事承認申請の提出

欧州角膜製造・販売準備
製造・輸送体制の準備
Eurostars Project の開始
「人道的使用」の開始
販売体制・組織の準備

角膜事業米国展開の
本格化

細胞シート再生医療事業におけるマイルストーンの全体像

角膜以外のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
の事業化
心筋再生パッチ
食道再生シート
歯周組織再生シート
軟骨再生シート
その他

6



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
1-(1) 薬事承認の取得へ向けた準備

薬事承認申請の2010年内提出を目指して準備中

フランス治験
適応症：重度の視覚障害を伴う角膜上皮幹細胞疲弊症
実施施設：フランス・リヨン国立病院(HCL)
責任医師： HCL 眼科Carole Burillon 教授
組込症例数：25例
2009年夏までに全症例の移植手術が終了（全例成功）
当第2四半期は各症例の経過観察を実施
2010年夏終了予定→2010年秋頃に最終報告書完成予定
ご参考：10/4月にBurillon 教授が世界角膜学会において途中経過を
発表（次ページご参照）

欧州医薬品庁(EMA)との薬事承認申請事前相談
2009年夏から承認申請提出へ向けた専門的アドバイス(Scientific 

Advice)の取得を開始
当第2四半期に2回目のScientific Advice を取得
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Point !



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
1-(2) フランス治験途中経過
（10/4月HCL Burillon 教授世界角膜学会発表より）
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当社製品の安全性・有効性を強く示唆する内容

発表対象症例：治験組込症例25例のうち、治験プロトコールで定められた
経過観察期間が既に終了した16例

Burillon 教授の所見
16例のうち14例で移植前よりも症状が改善している
移植した角膜再生上皮シートが充分な機能を有する状態で生着
角膜再生上皮シート移植前に比べて、機能障害の原因となる角膜上
皮における血管形成・血管活性が抑制され、症状が改善している
角膜上皮以外（角膜実質及び角膜内皮）に障害がない患者では、視力
の向上が見られる
さらに角膜上皮以外（角膜実質など）に障害がある患者でも、既存のド
ナー角膜移植を併用して障害がある角膜実質などを正常なものに交換
すれば、視力の向上が見られる
1例で移植手術6ヶ月後に重篤な有害事象（角膜穿孔）が認められた
が、この有害事象は角膜再生上皮シート移植と因果関係がないもの

Point !



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
2-(1)製造・販売体制の準備

製造委託先・販売提携先との実務準備を推進中

株式会社
セルシード

CellSeed

Europe

Limited

販売提携先
Clonmel 

Healthcare

Genesis Pharma

製造委託先
TBF Genie Tissulaire

リヨン国立病院

医
療
機
関

患
者製品納入

製品
卸売
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事業化
権付不

製品
販売

移植

細胞
採取

原料細胞送付

Point !

製造準備
主要製造委託先に予定している仏ＴＢＦ社宛技術移転作業を推進
もう1つの製造委託先である仏HCLは、当社からの支援を活用して、
必要設備の整備を実施中

販売準備
人道的使用へ向けた準備と併せて、販売提携先との実務準備（協働
体制構築へ向けた協議、ターゲット医師との関係構築準備など）を推進



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
2-(2) Eurostars Project の獲得
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欧州角膜上市準備の総仕上げとなるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Eurostars Project とは
EUREKA（欧州諸国が参加する研究開発振興ﾈｯﾄﾜｰｸ）が運営する
公的な研究開発助成プロジェクト
研究開発型中小企業による事業化志向研究開発の支援が目的

当社グループプロジェクトの概要
内容：角膜再生上皮シートの欧州上市準備の総仕上げ
① 商業化を前提としたcGMP製造・輸送体制の確認
② 多施設分散型小規模治験の実施及び評価

参加者：CellSeed France（仏）、リヨン国立病院（仏）、Genesis 
Pharma（ギリシャ）、Paracelsus 医科大学（オーストリア）

期間：プロジェクト開始から30ヶ月
審査結果：112の応募提案中第4位

当社の狙い
実製品を用いた製造・輸送体制の最終確認
欧州各国の有力眼科医師（合計10名以上を想定）への当社製品使用
機会の提供（→人道的使用の推進、薬価取得、本格使用への導入）

Point !



心筋再生パッチ臨床研究の状況：拡張型心筋症に加えて
新たに虚血性心疾患（心筋梗塞等）も対象に入れて推進

心筋再生パッチ

患者本人の
太腿から
筋芽細胞を
採取して培養

2007年に大阪大学において拡張型心筋症を対象とした臨床研究がスタート
拡張型心筋症第1例患者は、補助人工心臓を離脱し、さらに日常生活にほぼ
支障がない状態まで回復して、手術約6ヶ月後に退院
また、虚血性心疾患（心筋梗塞など）を対象とした臨床研究も2010年より開始

積層化
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莫大な市場ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ（拡張型心筋症＋虚血性心疾患）Point !

温度応答性
細胞培養器材

患部に無縫合で移植



その他の細胞シート再生医療事業関連トピックス：
米ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｸﾘﾆｯｸとの腱再生医療共同研究の開始

米国有数の研究機関との新しい再生医療分野の開拓

クリーブランド・クリニックの概要
米国有数規模の総合病院（医師・研究者数：2,000名、ベッド数：

1,000床以上、年間来院患者数延べ420万人）
米国のトップ病院の1つ（治療、研究、教育のいずれでも評価が高い）
特に心臓治療では常に米国第1位に数えられている

今回の共同研究の概要
目的：細胞シート工学を用いた腱（骨と筋肉を結合している人体組織）
の再生
より具体的には、当社が開発する新型温度応答性細胞培養器材を用
いて作製した「腱細胞シート」によって損傷を負った腱の修復を図ること
を目的として、共同研究を行う
当社の狙い：細胞シート再生医療医薬品研究開発パイプラインの増強
（ご参考：腱の再生医療はあまり例がなく、競合相手が比較的尐ない
可能性がある）
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Point !
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第２四半期連結決算概要：(1)損益計算書

平成21年12月期
通期実績

平成22年12月期
第２四半期累計期間

実績

平成22年12月期
通期予想

売上高 87 22 106

販売費及び一般管理費 820 550 -

営業利益 ▲785 ▲548 ▲1,456

経常利益 ▲788 ▲346 ▲1,218

当期（四半期）純利益 ▲790 ▲351 ▲1,222
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単位：百万円

売上高：細胞培養器材の大口受注に関する納品時期の後ずれと前年度の積極
的販促活動に伴う海外需要の先食いを主因として、期初半期予想を下回った
販管費：欧州角膜関連研究開発費等一部の費用について計上時期が第3四半
期以降になったこと等から、期初半期予想よりも尐ない金額での運営となった
営業外収益：公的助成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（NEDOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の完了に伴って、従来前受
金に計上していた補助金など（計226百万円）を営業外収益に計上した

半期業績予想を修正したものの、通期予想は据え置きPoint !



第２四半期連結決算概要：(2)貸借対照表

平成21年
12月末(A)

平成22年
6月末(B)

増減
(B)-(A)

流動資産 1,100 2,537 1,437

現金及び預金 1,030 791 ▲239

有価証券（短期国債） － 1,699 1,699

その他 71 46 ▲25

固定資産 88 191 103

有形固定資産 50 74 24

その他 37 116 79

資産合計 1,189 2,729 1,540

流動負債 308 140 ▲168

固定負債 16 16 0

純資産合計 864 2,571 1,707

負債・純資産合計 1,189 2,729 1,540
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単位：百万円

10/3月上場時の調
達により、手許資金
を20億円強積み増し
手許資金（現金・預
金＋短期国債）が総
資産の9割を占める
流動負債減尐の主因
は、前受金に計上し
ていたNEDO助成金
収入の営業外収益へ
の振り替え（前ページ
ご参照）

資金固定化を極力
避けた流動性重視
のﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ運営

Point !



第２四半期連結決算概要：(3)キャッシュフロー計算書

平成21年12月期
通期

平成22年12月期
第２四半期累計期間

現金等の期首残高 259 1,030

現金等の増減額 770 ▲238

営業活動によるキャッシュ・フロー ▲710 ▲465

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲4 ▲1,807

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,487 2,045

現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲2 ▲10

現金等の期末残高 1,030 791

営業活動キャッシュ・フロー

・税引前四半期純利益▲349
・補助金収入 ▲226
・未払金の増減額 ▲ 015
・株式交付費・公開費用 026
・補助金の受取 ▲0 43

投資活動キャッシュ・フロー

・有価証券取得 ▲1,699
・長期前払費用 ▲0,74
・有形固定資産取得 ▲0,26

財務活動キャッシュ・フロー

・株式発行による収入 2,049
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単位：百万円

10/3月の株式上場時に2,049百万円を調達Point !
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株式上場～10.8.18までの「新着情報」の数と内訳 1/2
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●1ヶ月あたり平均8.4件、うち事業関連が4割を占めるPoint !

特許関連の主な新着情報
日本における角膜再生上皮シート特許成立（4月30日）
イオン性基導入新規温度応答性クロマトグラフィー技術に関する日本特許成立（6月14日）
新型温度応答性細胞培養器材技術（共培養用器材表面）に関する日本特許成立（8月2日）

その他事業関連の主な新着情報
角膜再生上皮シートフランス治験途中経過の学会発表（4月22日）
米国クリーブランド・クリニックとの腱再生医療共同研究契約締結（4月22日）
英子会社の設立（5月14日）
欧州Eurostars Projectに関する契約締結承認（6月14日）
内閣府「最先端研究開発支援プログラム」委託研究契約締結承認（7月15日）

情報リリース時期 特許 その他 テレビ 書籍・雑誌 制度開示 その他

株式上場直後（10.3.16～10.3.31） 9 0 1 0 0 6 2 18.0
第2四半期（10.4.1～10.6.30） 17 2 7 1 3 4 0 5.7
直近（10.7.1～10.8.18） 16 1 5 2 2 4 2 10.7

合計 42 3 13 3 5 14 4 8.4

うち事業関連 うちマスコミ露出 うちその他
合計件数 1ヶ月

あたり
平均



株式上場～10.8.18までの「新着情報」の数と内訳 2/2
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●毎月1～2件のペースでテレビ、書籍、雑誌等に露出Point !

情報リリース時期 特許 その他 テレビ 書籍・雑誌 制度開示 その他

株式上場直後（10.3.16～10.3.31） 9 0 1 0 0 6 2 18.0
第2四半期（10.4.1～10.6.30） 17 2 7 1 3 4 0 5.7
直近（10.7.1～10.8.18） 16 1 5 2 2 4 2 10.7

合計 42 3 13 3 5 14 4 8.4

うち事業関連 うちマスコミ露出 うちその他
合計件数 1ヶ月

あたり
平均

テレビ・書籍・雑誌への露出に関する主な新着情報
日経CNBC「TOKYOマーケットウォッチ・新興企業NOW」 出演（4月19日）
「週刊ダイヤモンド」（ダイヤモンド社：2010年4月24日号）掲載
「週刊東洋経済」（東洋経済新報社：2010年5月8日発行）掲載
「ハイテク・スタートアップの経営戦略」（東洋経済新報社）掲載（4月26日）
「日経ビジネス」（日経BP社：2010年7月5日号）掲載
経済産業省「通商白書2010」掲載（7月14日）
テレビ東京「E morning」出演（7月15日）
TBS系「がっちりマンデー!!」出演（7月18日）



2010年度中に想定される主なニュース
（マイルストーン開示ベース）

欧州角膜薬事承認取得関連

フランス治験の完了（2010年夏頃）

フランス治験最終結果の確認（2010年秋頃）

欧州医薬品庁宛薬事承認申請の提出（2010年末頃）

欧州角膜販売準備関連

人道的使用制度に基づく有償提供の開始（2010年末頃）

角膜以外のパイプライン関連

食道臨床研究の終了（2010年末頃）

歯周組織臨床研究の開始（2010年末頃）
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・本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれております。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや
丌確実性を内包するものです。

・本資料は当社をご理解いただきために作成されたもので、当
社への投資勧誘を目的としておりません。

・本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に
行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資
料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一
切責任を負いません。

お問い合せ先: 当社ホームページIRお問い合せ
http://www.cellseed.com/ir/inquiries.html
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本資料お取扱い上のご注意


