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本日（平成 22 年 12 月 15 日）公表いたしました｢業績予想の修正に関するお知らせ｣における平成 22
年12月期の業績予想の修正に伴い、マイルストーン開示に係る事業計画を以下の通り修正いたします。 

今回の事業計画の修正につきましては、平成 22 年 12 月期に係る事業計画のみ修正を行います。 
 
１．今後の業績目標(平成 22 年 12 月期～平成 24年 12 月期） 
 （１）売上・損益目標 

 
【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） 246 △162 △161 △172

平成 23 年 12 月期 （目標） 312 △140 △139 △140

平成 24 年 12 月期 （目標） 180 △248 △247 △248

 
【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） 0 △409 △408 △418

平成 23 年 12 月期 （目標） 312 △140 △139 △140

平成 24 年 12 月期 （目標） 180 △248 △247 △248

(注)１．平成 22 年 12 月期は、平成 22 年 12 月 16 日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にお
ける修正値を記載しております。 

  ２．修正箇所は を付して表示しております。 
 
 
【事業計画修正の理由】 
 

平成 22 年 12 月期において、新規開発品として開発を進めてまいりました新規緑内障治療剤（注１）

のライセンスアウトを計画し、当事業年度末までの契約締結を目処として交渉を進めてまいりまし

たが、現時点で交渉相手先との合意に至っていないことから、当事業年度中の契約締結見通しが困

難であると判断し、平成 22 年 12 月期の業績予想を修正することといたしました。 
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なお、ライセンスアウトに向けた交渉を進めております新規緑内障治療剤につきましては、平成
23 年 12 月期の契約締結を目処とし交渉を進めてまいりますが、現時点ではライセンス契約の成否、
並びにライセンス契約の締結に至った場合においても、当社が対価として受領予定のフロントマネ
ー（契約一時金）やマイルストーン収入等、経済条件を含めたライセンス契約の条件面が確定して
いない状況にあります。 
 
従いまして、平成 23 年 12 月期及び平成 24 年 12 月期の事業計画につきましては、現時点におい

て不確定要素が多く精緻化することが困難であるため据え置きとさせていただきます。今後の事業
計画を踏まえ業績修正が必要になる場合には、速やかに開示いたします。 

 
 
 （２）各事業年度における売上・損益目標の説明（修正部分のみ記載） 

【修正前】 
① 平成 22 年 12 月期 

新規開発品として開発を進めてまいりました新規緑内障治療剤のライセンスアウトを計
画しております。ライセンスアウト契約締結によるフロントマネー収入により、売上高は 246
百万円、営業損失はプロテインキナーゼ（注２）阻害剤（注３）開発プロジェクト及び、その他阻
害剤開発プロジェクトの研究開発費計上等により、162 百万円、経常損失は 161 百万円、当
期純損失は 172 百万円を見込んでおります。 

 
【修正後】 

① 平成 22 年 12 月期 
新規開発品として開発を進めてまいりました新規緑内障治療剤のライセンスアウトに向

けた活動を実施してまいります。 
当期においては、ライセンスアウト契約締結によるフロントマネー収入の発生を見込まな

いことから、売上高はありません。営業損失はプロテインキナーゼ阻害剤開発プロジェクト
及び、その他阻害剤開発プロジェクトの研究開発費計上等により、409 百万円、経常損失は
408 百万円、当期純損失は 418 百万円を見込んでおります。 

 
 
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） 
 （２）マイルストーン開示に係る事業計画の概要 

【修正前】 
○ 新規開発品プロジェクトから、平成 22 年 12 月期におきまして、新規緑内障治療剤のライセ

ンスアウトを計画しております。 
 

【修正後】 
○ 新規開発品プロジェクトから、平成 23 年 12 月期におきまして、新規緑内障治療剤のライセ

ンスアウトを計画しております。 
 
 
３．各パイプラインに係る開発計画（修正部分のみ記載） 

○  新規開発品 
【修正前】 

・ 平成 21 年 12 月期において、新規緑内障治療剤は化合物の最適化を完了しました。平成 22
年 12 月期には作用メカニズムの解明を進めるとともに、製薬会社等へのライセンスアウト
を実施する計画です。なお、新規緑内障治療剤は、ライセンスアウト先により非臨床試験
及び臨床試験が行われる見込であり、今後の開発計画につきましては、ライセンスアウト
先において当該開発計画が作成された時点で開示する予定です。 

 
【修正後】 

・ 平成 21 年 12 月期において、新規緑内障治療剤は化合物の最適化を完了しました。平成 22
年 12 月期には作用メカニズムの解明を進めるとともに、製薬会社等へのライセンスアウト
活動を進め、平成 23 年 12 月期においてライセンスアウトを実施する計画です。なお、新
規緑内障治療剤は、ライセンスアウト先により非臨床試験及び臨床試験が行われる見込で
あり、今後の開発計画につきましては、ライセンスアウト先において当該開発計画が作成
された時点で開示する予定です。 
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（１）各事業年度における計画達成のための具体的施策の内容（修正部分のみ記載） 
②新規開発品 

 新規緑内障治療剤 
  

 【修正前】 【修正後】 

課題と具体的施策 平成22年度中にライセンスアウ
トを実施すべく、国内外の複数
の製薬会社等とライセンスアウ
ト交渉中です。開発計画を順調
に進めるために、早期のライセ
ンスアウトを進めてまいりま
す。 

平成23年度中にライセンスアウ
トを実施すべく、国内外の複数
の製薬会社等とライセンスアウ
ト交渉中です。開発計画を順調
に進めるために、早期のライセ
ンスアウトを進めてまいりま
す。 

 
（２）各事業年度における計画達成のための前提条件（修正部分のみ記載） 

【修正前】 
・ 平成 22 年 12 月期（計画）の売上は、新規緑内障治療剤のライセンスアウトが前提条件と

なります。 
・ 新規緑内障治療剤は、平成 22 年 12 月期において、ライセンスアウトを実施する計画です

が、ライセンスアウト後におきましては、ライセンスアウト先が主体となり研究開発が進
められることから、ライセンスアウト先の開発方針等により、現在当社が想定する開発計
画から大きく変更される可能性があります。 

 
【修正後】 

・ 平成 22 年 12 月期（計画）の売上はありません。 
・ 新規緑内障治療剤は、平成 23 年 12 月期において、ライセンスアウトを実施する計画です

が、ライセンスアウト後におきましては、ライセンスアウト先が主体となり研究開発が進
められることから、ライセンスアウト先の開発方針等により、現在当社が想定する開発計
画から大きく変更される可能性があります。 

 
 
４．用語解説 
 
（注１） 緑内障治療剤 

緑内障とは視神経（網膜を含む）障害で眼底に特異的な異常が発生し、視野が欠損（視野狭窄）
していく病気です。緑内障治療剤とはその緑内障による視野の欠損を抑える若しくは改善させる薬
です。 
 

（注２） プロテインキナーゼ 
ATP（アデノシン三リン酸と言われ、体内で作られる高エネルギー物質）などの生体のエネルギ

ーの元となる低分子物質等のタンパク質分子にリン酸基を付加する（リン酸化）酵素です。タンパ
ク質をリン酸化するキナーゼをプロテインキナーゼと呼び、タンパク質以外のものをリン酸化する
ものをキナーゼと言います。 

 
（注３） 阻害剤 

生体内の様々な酵素分子に結合して、その酵素の活性を低下若しくは消失させる物質を指します。
医薬品としては、この酵素の活性を低下若しくは消失させることにより、病気の治療薬として利用
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。 

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。 
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