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マイルストーン開示に係る事業計画の修正について 

（平成 22 年 12 月期～平成 24年 12 月期） 

平成 22年 11月 12日 

上場会社名 株式会社セルシード （コード番号： 7776 JQグロース） 

（ＵＲＬ http://www.cellseed.com/ ）   

問合せ先 代表取締役社長 長谷川 幸雄  

 取締役最高財務責任者管理部門長 細野 恭史 ＴＥＬ：（03）5286－6231 

 
 当社は今般マイルストーン開示に係る事業計画を下記のとおり修正いたします。 
 
１． 今後の業績目標（平成 22年 12月期～平成 24年 12月期） 
 
＜修正前＞ 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

 

平成 22年 12月期（計画） 

 

平成 23年 12月期（目標） 

 

平成 24年 12月期（目標） 

 

106 

 

534 

 

1,853 

 

△1,456 

 

△806 

 

3 

 

△1,218 

 

△786 

 

24 

 

△1,222 

 

△790 

 

18 

     

 
＜修正後＞ 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

 

平成 22年 12月期（計画） 

 

平成 23年 12月期（目標）（※） 

 

平成 24年 12月期（目標）（※） 

 

65 

 

534 

 

1,853 

 

△1,150 

 

△806 

 

3 

 

△940 

 

△786 

 

24 

 

△950 

 

△790 

 

18 

     

 
【修正の理由】 

●平成 22年 12月期業績予想の修正に伴う事業計画の修正 
１．売上高 

再生医療支援事業におきましては、期首よりギリシャ金融危機などを背景として欧州を始め
とする海外先進各国の景気が低迷を続けており、また海外における温度応答性細胞培養器材販
売の実質的初年度となった前期（平成 21 年 12 月期）における積極的な販売促進活動によって
結果的に当期（平成 22 年 12 月期）需要の一部を先食いした形になったことなどから、温度応
答性細胞培養器材の海外売上高が計画を下回っておりました。これに対して当社は国内におけ
る２種類の新商品の投入や海外販促活動の精力的な推進などを行ってまいりましたが、海外に
おいては計画を達成するだけの需要を喚起するまでに至らず、また国内では大口需要先から引
き合いのあった納入見込額の一部が結果として正式受注に至らなかったことなどから、当期期
首に発表した平成 22年 12月期通期の売上高を修正することといたしました。 
また、細胞シート再生医療事業におきましては、当初計画では下期に欧州人道的使用による

角膜再生上皮シート売上高を見込んでおりました。しかしながら、後述の「角膜再生上皮シー
トに関する事業計画の修正」の通り欧州角膜再生上皮シート製造準備完了が来期となる見込み
となったことに伴って、当社は当期期首に発表した平成 22 年 12 月期通期の売上高を修正する
ことといたしました。 
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-2- 

２．利益 
当社は、後述の「角膜再生上皮シートに関する事業計画の修正」の通り、角膜再生上皮シー

ト製造準備完了時期の変更に伴って販売承認申請見込時期を変更いたしました。これにより、
今期に見込んでいた角膜再生上皮シート関連研究開発費の一部の計上が来期（平成 23 年 12 月
期）になる見込みとなったことを主因として、当社は当期期首に発表した平成 22 年 12 月期通
期の利益予想を修正することといたしました。 

 
●角膜再生上皮シートに関する事業計画の修正 

当社は、角膜再生上皮シートに関する欧州薬事許認可（販売承認）の取得を目指し、欧州医
薬品庁との事前相談を実施するなど今期（平成 22 年 12 月期）中の承認申請提出へ向けた準備
を進めてまいりました。平成 22年 9月にはフランスで実施していた角膜再生上皮シート治験の
全症例について経過観察が終了し、現在リヨン国立病院で治験最終報告書の取りまとめが行わ
れております。しかしながら、現時点までの進捗状況を総合的に踏まえて今期中の承認申請提
出は困難と判断するに至りました。 
今期中の承認申請提出が困難となった主な要因の１つは、角膜再生上皮シート製造準備関連

作業の進捗が当初計画より遅れていることです。当社はフランスにある 2 つの拠点と角膜再生
上皮シート製造委託に関する契約を締結しており、これまで製造技術の移転など実務準備作業
を推進してまいりました。しかしながら、現在までの作業進捗状況に基づいて両拠点の準備責
任者等と討議した結果、承認に必要なフランス GMP 承認の取得について当初の想定以上の時間
が必要であり、両拠点とも製造準備完了が平成 23年 12月期になる見込みとなりました。 
これを踏まえて、当社は、従来の計画を修正し、平成 23 年 12 月期に製品製造準備を始めと

する申請提出準備が整い次第速やかに承認申請を提出する計画といたします。これに伴い、今
期に計画していた角膜再生上皮シート関連研究開発費の一部の計上時期が来期になる見込みと
なりました。 
また、欧州における角膜再生上皮シート人道的使用に提供する製品は上述の製造委託先にお

いて製造する予定であることから、人道的使用有償提供の開始も来期になる見込みとなり、こ
れに伴って細胞シート再生医療事業（角膜再生上皮シート）売上高計画値も修正いたします。 

 
（※）平成 23年 12月期および平成 24年 12月期の業績目標数値について 

今般上述の通り角膜再生上皮シートに関する事業計画の修正を行っておりますが、その業績
目標数値への影響については現在精査中の段階です。従いまして、平成 23 年 12 月期以降の業
績目標数値につきましては、今般の修正による影響を織り込んだものを作成し、年度明けに速
やかに開示いたします。（このため、今般修正後も平成 23年 12月期及び平成 24年 12月期の業
績目標数値につきましては、従来のものをそのまま記載しております。） 

 
２．各事業年度の計画達成のための前提条件に係る事項（修正部分のみ記載） 

（１）マイルストーン開示に係る事業計画策定の背景・中期的ビジョン 
 
 ＜修正前＞ 

●上述の事業計画の推進には各事業で先行投資が必要であり、平成 22年 12月期及び平成 23年 12
月期は研究開発費を始めとする経費投下が収益を上回る見込みです。特に、欧州角膜再生上皮
シート事業化準備のピークとなる平成 22 年 12 月期には、販管費合計額が 1,500百万円となる
見込みです。この間の資金は主に現有手許資金と株式上場時調達資金で賄う計画です。 

●平成 24 年 12 月期は、細胞シート再生医療事業において 1,706 百万円の売上高計上を目標とし
ており、全社ベースの業績目標において期間損益の黒字化を見込んでおります。 

 
  ＜修正後＞ 

●上述の事業計画の推進には各事業で先行投資が必要であり、平成 22 年 12 月期～平成 24 年 12
月期は研究開発費を始めとする経費投下が収益を上回り期間損益の赤字となる見込みです。こ
の間の資金は主に現有手許資金と株式上場時調達資金で賄う計画です。 

●削除 
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（２）マイルストーン開示に係る事業計画の概要 
 ＜修正前＞ 
 売上高 営業利益 
 

再生医療 
支援事業 

細胞シート
再生医療 

事業 

再生医療 
支援事業 

細胞シート
再生医療 

事業 

消去又は 
全社 

平成 22年 12月期（計画） 
百万円 

89 

百万円 

17 
百万円 

△48 
百万円 

△869 

百万円 

△538 

平成 23年 12月期（目標） 107 427 △59 △264 △482 

平成 24年 12月期（目標） 146 1,706 △43 520 △473 

●細胞シート再生医療事業では、平成 22 年 12 月期より欧州で角膜再生上皮シートの人道的使用を
本格的に推進してその売上高を計上することを目標としております。また、平成 23 年 12 月期中
に欧州における角膜再生上皮シート販売承認を取得することを目指します。さらに提携活動を推
進して、平成 23年 12月期に角膜再生上皮シートの米国展開に伴う販売提携契約一時金など計 157
百万円、平成 24 年 12 月期に心筋再生パッチ共同開発契約一時金 500 百万円を獲得することを目
標としております。これらの活動を推進することにより、平成 24 年 12 月期には事業別損益を黒
字化することを目標とします。 

●主に細胞シート再生医療事業の収益増強を通じて、平成 24 年 12 月期に全社ベースで期間損益を
黒字化することを目標とします。 

 
 ＜修正後＞ 

 売上高 営業利益 
 

再生医療 
支援事業 

細胞シート
再生医療 

事業 

再生医療 
支援事業 

細胞シート
再生医療 

事業 

消去又は 
全社 

平成 22年 12月期（計画） 
百万円 

65 

百万円 

0 
百万円 

△70 
百万円 

△500 
百万円 

△580 

平成23年12月期（目標）（※） 107 427 △59 △264 △482 

平成24年12月期（目標）（※） 146 1,706 △43 520 △473 

（※）平成 23 年 12 月期および平成 24 年 12 月期の目標については、今般上述の通り角膜再生上皮シートに関

する事業計画の修正を行っておりますが、その業績目標数値への影響については現在精査中の段階です。

従いまして、平成 23 年 12 月期以降の業績目標数値につきましては、今般の修正による影響を織り込ん

だものを作成し、年度明けに速やかに開示いたします。（このため、今般修正後も平成 23年 12月期及び

平成 24年 12月期の業績目標数値につきましては、従来のものをそのまま記載しております。） 

●細胞シート再生医療事業では、平成 23 年 12 月期より欧州で角膜再生上皮シートの人道的使用を
本格的に推進してその売上高を計上することを目標としております。また、平成 24 年 12 月期に
欧州における角膜再生上皮シート販売承認を取得することを目指します。さらに提携活動を推進
して、平成 23 年 12 月期に角膜再生上皮シートの米国展開に伴う販売提携契約一時金など計 157
百万円、平成 24 年 12 月期に心筋再生パッチ共同開発契約一時金 500 百万円を獲得することを目
標としております。 

●（削除） 
 
（３）マイルストーン開示に係る事業計画達成のための基本方針 
 ＜修正前＞ 
●細胞シート再生医療事業 
 欧州における角膜再生上皮シートの事業化を最優先課題として取り組みます。 

 平成 22年 12月期より、欧州主要国の人道的使用制度を利用した角膜再生上皮シートの
提供を開始するよう努めます。フランスについては平成 21 年 8 月に第１例の人道的使
用承認を取得しており、今後は同制度を通じた製品提供を推進いたします。英国、ドイ
ツなどその他の欧州主要国についても、平成 22 年後半以降速やかに人道的使用制度を
活用して適応症（角膜上皮幹細胞疲弊症）の患者に対して当社製品を提供できるように
各国当局との交渉を進める方針です。 
平成 23年 12月期に、欧州委員会より角膜再生上皮シートの販売承認を取得することを
目指します。現在フランスで実施中の治験が平成 22 年夏に終了する予定であり、平成
22年秋頃にはその最終報告書がまとまる見込みとなっております。当社は、この治験最
終報告書入手後速やかに審査機関である欧州医薬品庁（EMA）宛に販売承認申請を提出
する方針です。当社は平成 20 年より EMA と販売承認申請提出へ向けた事前相談を行っ
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ております。また、販売承認取得後速やかに角膜再生上皮シートが欧州各国において薬
価収載されるように準備を進めます。 

 平成 22 年半ばまでに、欧州における人道的使用の推進及び販売承認に基づく販売へ向
けた製造・販売体制の実務準備を完了することを目指します。当社は欧州での角膜再生
上皮シートの製造を当面外部に製造委託する方針で、既に２拠点と製造委託に関する契
約を締結しており、現在製造技術の移転など実務的な作業を推進しております。また人
道的使用の推進及び販売承認取得後の販売促進活動も販売提携先と共同で実施する方
針で、当社は既に２社と販売提携契約を締結しております。現在、人道的使用推進の具
体的計画などに関する協議を販売提携先と進めております。 

 
＜修正後＞ 

●細胞シート再生医療事業（※） 
 欧州における角膜再生上皮シートの事業化を最優先課題として取り組みます。 

 平成 23年 12月期より、欧州主要国の人道的使用制度を利用した角膜再生上皮シートの
提供を開始するよう努めます。フランスについては平成 21 年 8 月に第１例の人道的使
用承認を取得しており、今後は同制度を通じた製品提供を推進いたします。英国、ドイ
ツなどその他の欧州主要国についても、平成 23年 12月期以降速やかに人道的使用制度
を活用して適応症（角膜上皮幹細胞疲弊症）の患者に対して当社製品を提供できるよう
に各国当局との交渉を進める方針です。 
平成 24年 12月期に、欧州委員会より角膜再生上皮シートの販売承認を取得することを
目指します。現在フランスで実施中の治験が平成 22 年夏に終了する予定であり、平成
22年秋頃にはその最終報告書がまとまる見込みとなっております。当社は、この治験最
終報告書の入手を経て平成 23 年 12 月期に審査機関である欧州医薬品庁（EMA）宛に販
売承認申請を提出する方針です。当社は平成 20 年より EMA と販売承認申請提出へ向け
た事前相談を行っております。また、販売承認取得後速やかに角膜再生上皮シートが欧
州各国において薬価収載されるように準備を進めます。 

 平成 23年 12月期に、欧州における人道的使用の推進及び販売承認に基づく販売へ向け
た製造・販売体制の実務準備を完了することを目指します。当社は欧州での角膜再生上
皮シートの製造を当面外部に製造委託する方針で、既に２拠点と製造委託に関する契約
を締結しており、現在製造技術の移転など実務的な作業を推進しております。また人道
的使用の推進及び販売承認取得後の販売促進活動も販売提携先と共同で実施する方針
で、当社は既に２社と販売提携契約を締結しております。現在、人道的使用推進の具体
的計画などに関する協議を販売提携先と進めております。 

（※）平成 23年 12月期および平成 24年 12 月期の目標については、今般上述の通り角膜再生上皮シー

トに関する事業計画の修正を行っておりますが、その業績目標数値への影響については現在精査

中の段階です。従いまして、平成 23年 12 月期以降の業績目標数値につきましては、今般の修正

による影響を織り込んだものを作成し、年度明けに速やかに開示いたします。（このため、今般修

正後も平成 23年 12 月期及び平成 24年 12 月期の業績目標数値につきましては、従来のものをそ

のまま記載しております。） 
 

２． 各パイプラインに係る開発計画 

＜修正前＞ 

パイプライン 
の 名 称 

前臨床研究 臨床研究 治験 薬事許認可取得 

 準備   準備   準備   準備   

角膜再生 
上皮シート 

欧州 
 

            

米国 
 

 

           

 

（欧州データ等を活用） 
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＜修正後＞ 

パイプライン 
の 名 称 

前臨床研究 臨床研究 治験 薬事許認可取得 

 準備   準備   準備   準備   

角膜再生 
上皮シート 

欧州 
 

 

 

           

米国 
 

 

           

（注） は開発計画を表しており、 は平成 22年 12月期、 は平成 23年 12 月期、

は平成 24年 12月期における開発計画の到達目標を表しています。 
 
 

以 上 
 

 

 
 本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであっ
て、投資勧誘を目的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する
決定は投資者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。なお、当社株式についての
募集・売出に関しては、それらにかかる別途用意しております目論見書等をご覧下さい。 

また、当社は、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如
何なる意味においても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うもので
はありません。 
本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含み

ますがそれに限られません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくもの
であり、将来の経済環境の変化等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要
因の変化により、実際の事業の状態・業績等は影響を受けることが予想され、本開示資料の記載
内容と大きく異なる可能性があります。 

（欧州データ等を活用） 


