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会社概要 薬の未来を創造する

設⽴ ： 1996年6月14日
代表取締役社⻑ ： 中冨⼀郎

従業員 ： 役職員37名*従業員 ： 役職員37名
資本⾦ ： 2,741百万円*
売上高 117百万円売上高 ： 117百万円 （2010年3月期末）

発⾏済み株式総数 ： 133,398株*
事業内容 ： ミセル化ナノ粒⼦技術を応⽤した

医薬品等の研究開発・製造
主な領域 ： がん治療薬
本社･研究所 ： 千葉県柏市柏の葉県
東京オフィス ： 東京都中央区日本橋
米国駐在 ： コネチカット州米国駐在 ： コネチカット州
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第2四半期の主要トピックス 薬の未来を創造する

月 日

㈱ デ ネ ト 第 者割当増資 払込完6 7 ㈱メディネットへの第三者割当増資の払込完了

6 9 センサー結合型ポリマーミセルに関する物質特許の登録査定

6 21 美容液エクラフチュールーWの開発発表

6 28 パクリタキセルミセルに関する物質特許の登録査定（欧州）

8 6 パクリタキセルミセルに関する物質特許の登録査定（米国）

9 21 ダハプラチン誘導体ミセルのライセンス・供給契約の終結報告9 21 ダハプラチン誘導体ミセルのライセンス・供給契約の終結報告

9 28 第8回日仏DDSシンポジウム発表報告

株主割当 新株式 ⾏ 知9 30 株主割当による新株式発⾏に関するお知らせ

10 1 美容液エクラフチュール-Wを発売開始

10 20 LFB社とのrhFVIIaに関するオプション契約締結

11 19 pH応答性ミセル/センサー結合型ミセルに関する物質特許の登録査定p /
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トピックス１ ダハプラチン誘導体ミセル 薬の未来を創造する

2010年9月21日発表

ダハプラチン誘導体ミセルのライセンス・供給契約ダハプラチン誘導体ミセルのライセンス 供給契約
Debiopharm S.A.,の都合により、2011年3月で終結

当社は 独占的に保有していた製造権に加え 全世界の独占的な開発 販売
今後の展開
当社は、独占的に保有していた製造権に加え、全世界の独占的な開発・販売
権を取得することとなります。現在欧州で進⾏中のPhaseⅠ臨床試験経過は
高⽤量まで順調に進捗しており、 正式な契約終了後、新たな提携パートナー
の獲得を推進してまいります。

オキサリプラチン*の世界売上高は、2 076億円オキサリプラチン の世界売上高は、2,076億円
（抗がん剤で第6位、2008年）

国内の売上高は230億円（抗がん剤で第9位 2008年）国内の売上高は230億円（抗がん剤で第9位、2008年）

*Eloxatin、 エルプラット
総 企Date by 総合企画センター大阪
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トピックス２ 株主割当増資 薬の未来を創造する

2010年9月30日発表

発⾏新株式数 当社普通株式133,398 株（予定）
割当方法 平成22 年10 月26 日（火）時点の株主名簿に記録された株主

様に対し、所有株式1 株につき1 株の割合で新株式を割当てる
（＊所定の申込をしないときは 新株式の割当は⾏われません）（＊所定の申込をしないときは、新株式の割当は⾏われません）

発⾏価額 1 株につき ⾦10,000 円
申込方法 株式申込証（11/26発送予定）に申込証拠⾦を添えて、申込期

間内に次の申込取扱場所に申込むものとします。
㈱三井住友銀⾏（全国の本支店）㈱三井住友銀⾏（全国の本支店）

申込期間 平成22 年12 月1 日（⽔）〜平成22 年12 月14 日（火）
資⾦使途 各パイプラインの研究開発費⽤に充当資⾦使途 各パイプラインの研究開発費⽤に充当
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トピックス３ タンパク質ミセルの開発 薬の未来を創造する

パ プ
2010年10月20日発表

タンパク質rhFVIIa の持続性製剤に関するオプション契約締結
提携先：LFB Biotechnologies （フランス）

フランス政府系企業であるLFBグループ
免疫疾患、血友病、がん等の難病や希少疾患を得意分野とし、
バイオテクノロジーに基づいた薬剤の開発・製造・販売を⾏うバイオテクノロジ に基づいた薬剤の開発 製造 販売を⾏う

血液製剤のリーディングカンパニー
血液製剤売上げ規模：世界第６位

LFB社BOLOGNA氏と

血液製剤売上げ規模：世界第６位
フランスの病院向け医薬品売上げ規模：第３位

対象薬物： 血友病治療⽤タンパク質 rhFVIIa
（血液凝固因子 第VII因子）

頻回投与が必要 血中滞留性の改善による
患者さんのQOL向上を期待（血中半減期は4 6時間） 患者さんのQOL向上を期待
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（血中半減期は4-6時間）



トピックス３ タンパク質ミセルの開発 薬の未来を創造する

＜血友病＞
出血を止めるために働く血液凝固因⼦の働きが弱いまたは不⾜している病気 rhFVIIa
発⽣頻度は男⼦出⽣の1万人に約1人（殆ど⼥性には発症しない）

治療法：それぞれ、不⾜のタンパク質を補うため、治療薬として使⽤
が第VIII因⼦の不⾜が先天性血友病A

第IX因⼦の不⾜が先天性血友病B

耐性（抗体）患者 は 第ＶII因⼦を治療薬とし 使⽤

＜血友病治療薬の開発＞

耐性（抗体）患者（10-15％）は、第ＶII因⼦を治療薬として使⽤

稀少病薬に指定される領域
明確なPⅠ/PⅡ/PⅢ の区別がなく、PⅠからPⅢ試験まで⾏うため、
開発期間が短く、早ければ臨床試験から約５年ほどで承認される可能性がある。

第VII因子薬の市場

＜マーケットサイズ＞
欧米：約1,300億円
日本 約50億円

＜血友病患者数＞
世界：約40万人*1

日本 約5 000人＊2
耐性患者

発症率：10-15％
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日本：約50億円
（LFB社試算による）*1：世界血友病連盟2007年

*2：財団法人エイズ予防財団2007年

日本：約5,000人＊2 発症率：10-15％



トピックス４ 特許登録査定 薬の未来を創造する

１．ｐＨ応答性ミセル製剤に関する出願特許が欧州特許庁から登録査定
ポ

2010年11月19日発表

２．センサー結合型ポリマーミセルに関する出願特許が日本国に続き、
カナダ国特許庁から登録査定

グセンサー結合型ミセルの集積性をより高めたターゲティング機能

+
ｐＨ応答性ミセルによる細胞内で効率よく薬物放出する機能

インテリジ ント型ナノ粒子製剤の設計が可能インテリジェント型ナノ粒子製剤の設計が可能
″センサーの数×薬物の数“の創薬が可能

[ｐＨ応答性ミセル出願]
【発明の名称】 薬剤複合体⽤ブロック共重合体及び医薬組成物
【出願番号】 ０７８３０５９９ ２【出願番号】 ０７８３０５９９．２
【特許権者】 ナノキャリア株式会社

[センサー結合型ポリマーミセル出願] 
【発明の名称】 薬物内包アクテ ブタ ゲ ト型高分⼦ミセル 医薬組成物

10

【発明の名称】 薬物内包アクティブターゲット型高分⼦ミセル、医薬組成物
【出願番号】 ２６９５６１１
【特許権者】 ナノキャリア株式会社
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主要パイプライン 薬の未来を創造する

開発品目
試験
地域

ステージ 提携先 契約形態
ライセンス
可能地域

NK105
パクリタキセルミセル
（単独投与）

国内 PⅡ
（胃がん）

日本化薬 ライセンス 欧米
（単独投与）

（胃 ）

NC-6004
ナノプラチン®

台湾 PⅠ/Ⅱ Orient ライセンス
日欧米ナノプラチン®

（ゲムシタビンとの併用投与）
シンガポール （膵がん） Europharma 共同開発

日欧米

NC-4016 PⅠNC 4016
ダハプラチン誘導体ミセル
（単独投与）

欧州 PⅠ
（がん）

Debiopharm ライセンス 世界*
*2011.4より

TOPICS
NK105 ：PhaseⅡ臨床試験終了、日本化薬㈱にてPhaseⅢ臨床試験への移行を検討中

NC-6004：PⅠ/Ⅱ臨床試験実施中、台湾に加え、シンガポールでも臨床試験を開始
QOLの改善及び明らかな投与期間の延長が観察され、良好に進捗中

12
NC-4016：全世界の独占的な開発・販売権の新しい提携パートナーの獲得推進* 



新規開発パイプラインの現況 薬の未来を創造する

開発品目 状況 特長

ドセタキセルミセル
対象疾患：がん

紹介中 アルカロイド系抗がん剤で治療域を拡大する

エピルビシンミセル
（ｐＨ応答性ミセル）

対象疾患：がん
紹介中

強力な抗がん作用を示す
出願特許が欧州特許庁から登録査定

タンパク質ミセル
対象疾患 血友病他

LFB社との
オプション契約締結

タンパクを有する企業と
体内での消失速度が早いため、頻回注射が
必要

対象疾患：血友病他
共同研究中 頻回投与の改善 QOL向上

を有する企業と
体内での分解・消失速度が非常に早いため

siRNAミセル
対象疾患：未定

siRNAを有する企業と
共同研究中

体内での分解 消失速度が非常に早いため、
局所投与が主流

全身投与を可能にする

がん病巣部に特異的に結合し がん細胞内
センサー結合型ミセル

対象疾患：がん等
抗体を有する企業と

共同研究中

がん病巣部に特異的に結合し、がん細胞内
で薬物を放出させるシステム
出願特許が、日本に続き、カナダ特許庁

から登録査定から登録査定
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エクラフチュール-Wの告知ツール 薬の未来を創造する

パンフレット ホームページ フリーペーパー ポスター

告知（狭域） 告知（広域） 告知（狭域） 告知（狭域）告知（狭域）
商品説明
（概要）

告知（広域）
商品説明
（詳細）

告知（狭域）
特定ターゲット

告知（狭域）
イメージが主

＠COSME ネット通販サイト

口コミ：商品検索・比較

輝く未来をあなたの肌に〜輝く未来をあなたの肌に〜
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損益計算書の概要 薬の未来を創造する

平成22年3月期

第２四半期(累計)

平成23年3月期

第２四半期（累計）

単位：百万円

第２四半期(累計) 第２四半期（累計）

実績 実績 前期比

売上高 39 18 46.7%売上高 39 18 46.7%

売上原価 34 20 58.6%

売上総利益 5 △1 31 9%売上総利益 5 △1 -31.9%

販管費 287 286 99.7%

（研究開発費） （120） （119） （98 6％）（研究開発費） （120） （119） （98.6％）

営業利益 △282 △288 -102.2%

経常利益 △ △経常利益 △282 △288 -101.8%

純利益 △284 △289 -101.9%
て

売上高

研究開発費

提携先への評価研究用ミセル供給

119百万円研究開発費 119百万円
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貸借対照表の概要
薬の未来を創造する

平成22年3月期末 平成23年3月期第２四半期

単位：百万円

金額 金額 前期比（％） 増減額

流動資産 1,065 876 82.2％ △189

固定資産 69 64 93.0％ △4

資産合計 1,135 941 82.9％ △194

流動負債 120 116 96.1％ △4

固定負債 ― ― ― ―固定負債

負債合計 120 116 96.1％ △4

純資産合計 1 014 825 81 3％ △189純資産合計 1,014 825 81.3％ △189

負債純資産合計 1,135 941 82.9％ △194

流動資産の減少

流動負債の減少

主に預金、有価証券の減少（△230百万円）によるもの

負債が4百万円減少、主に買掛金の減少によるもの
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キャッシュ・フロー計算書の概要
薬の未来を創造する

平成22年3月期 平成23年3月期

単位：百万円

平成22年3月期

第２四半期（累計）

平成23年3月期

第２四半期（累計）
増減額

営業活動に △ △ △営業活動によるキャッシュ・フロー △255 △326 △71

投資活動によるキャッシュ・フロー △6 △4 2投資活動によるキャッシュ フロ △6 △4 2

フリー・キャッシュ・フロー △262 △330 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー ― 99 99

現金及び現金同等物の増減額 △262 △230 31

現金及び現金同等物の期首残高 1 369 1 006 △362現金及び現金同等物の期首残高 1,369 1,006 △362

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,106 775 △331
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今期計画 薬の未来を創造する

売上高 経常利益 研究開発費

単位：百万円

500

売上高 経常利益 研究開発費

300

400 475

256

100

200

117

219
256

-100

0

-227

400

-300

-200

-492

平成23年3月期 計画平成22年3月期

-500

-400

平成23年3月期 計画平成22年3月期
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*9/3業績予想修正のお知らせを発表しております



ご清聴ありがとうございました。清聴ありがとう ざ ました。

®® 

本資料で記述している今後の展望および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき
当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している今後の展望とは大きく異そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している今後の展望とは大きく異
なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。

お問い合わせ先
ナノキャリア株式会社 社長室 電話 03‐3548‐0217 


