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当社の事業内容（確認）：細胞シート工学を基盤とする
２つの事業を推進している

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つの候補製品を研究開発中

再生医療支援事業

 細胞シート再生医療研究開発の基盤器材である
「温度応答性細胞培養器材」（世界で唯一当社が
製造）及びその応用製品の研究開発・製造・販売

 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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平成22年度通期連結業績

単位：百万円
(A)期初予想

(B)平成22年11月

修正後予想
(C)連結通期

実績
差

（(C)-(B)）

売上高 106 65 66 +1

営業損益 △1,456 △1,150 △1,204 -54

経常損益 △1,218 △940 △1,002 -62

当期純損益 △1,222 △950 △1,009 -59

昨年11月に売上高・損益ともに予想を修正→実績は概ね修正後予想の通り
売上高：実績は全額再生医療支援事業分（詳細は次ページご参照）
損益（営業損益、経常損益、当期純損益）

• 角膜再生上皮シート関連の研究開発費支出が昨年11月修正後予想
よりも若干大きくなった

• 期初予想と実績との差額は△2～3億円であり、角膜再生上皮シートの
欧州薬事申請時期の変更（平成22年度→平成23年度、昨年11月修
正）に伴う関連研究開発費の平成23年度への持ち越しが主因

概ね昨年11月修正後予想の通りとなった注目 !
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平成22年度再生医療支援事業の実績

外販開始以来５年連続増収だったが、平成22年度に初の減収注目 !

平成16～21年度
年率平均成長率：97％

平成16～22年度
年率平均成長率：68％

昨年11月に通期売
上高目標を修正（89
百万円→65百万円、
平成21年度におけ
る一部海外需要の
先食い及び国内売
上高未達が主因）
平成22年度売上高
実績は66百万円
（修正後目標達成
率：103%）
対策として、昨年夏
に新商品2品目を国
内市場に導入

温度応答性細胞培養器材等の売上高
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細胞シート再生医療医薬品ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（平成22年度末時点）

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

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）

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

候補製品名
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

欧州人道的使用

経過観察
終了 準備中

フランス 全欧州（30ヶ国）

実施中

開始承認
取得

準備中

角膜は欧州で事業化準備中、心筋の潜在市場は莫大注目 !



準備 準備 準備 準備

欧
州

米
国

パイプラインの名称
前臨床研究 臨床研究 臨床試験 薬事許認可取得

角膜再生
上 皮 シ ー ト
（※）

心筋再生パッチ

食道再生上皮
シート

歯周組織再生
シート

軟骨再生シート

平成22年度実績

平成22年度目標（22/11月修正後）

平成22年度における細胞シート再生医療医薬品
パイプライン研究開発進捗結果
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は平成22年度末までに一部の内容を実施している部分を表す（※）

概ね目標（平成22年11月修正後）通りの進捗となった注目 !

平成22年12月に臨床研究
開始が了承された
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欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の全体像

治験結果と製造・販売体制の確立が鍵注目 !

治験 薬事承認 製品販売

•ヒト患者における
製品の安全性・
有効性の立証

•治験結果
•非臨床試験結果
•製造体制確立
•販売体制確立

•欧州委員会の薬事
承認に基づく販売
•欧州30ヶ国におけ
る販売の承認

人道的使用

•欧州主要各国の許可に
基づくヒト患者への薬事
承認前医薬品の提供
•有償での提供が可能

昨年11月に申請時期を変更
（平成22年12月期→平成23年12月期）

昨年11月に本格開始
時期を変更

（平成22年12月期
→平成23年12月期）



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
フランス治験の経過（昨年11月HCL/Dr. Damour 発表）
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当社製品の安全性・有効性を強く示唆する内容

治験概要
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)
平成22年9月に全症例の経過観察が終了

Dr. Damour の見解（抜粋、対象は移植26例のうち脱落1例を除いた25例）
角膜再生上皮シートの安全性は高い

– 2例で見られたSerious Adverse Event はいずれも角膜再生上皮シート移植
と因果関係がない

–その他の副作用も治療に直接影響するものではなかった
角膜再生上皮シートは有効に機能する上皮を角膜表面に再生する効能を有する

–様々な角膜機能障害の原因となる結膜の侵入を後退させている
–様々な角膜機能障害の原因となる血管の侵入及び活性を減尐させている

角膜再生上皮シートは角膜上皮幹細胞疲弊症の治療に有効である
–角膜の上皮以外（実質、内皮）が健康な患者では視力の改善が期待できる
（例えば、今回の治験参加者には視力が回復して職を得た患者が存在）

–角膜の上皮以外の部分（実質など）に障害がある患者でも、有効に機能する
上皮が再建されているので（二次治療としての）ドナー角膜実質移植が可能

注目!
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欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
薬事承認申請準備（製造・販売の準備を含む）

平成23年度薬事申請提出を目指して準備中注目 !

製造準備関連
フランスにある２つの拠点で当社製品GMP(Good Manufacturing 

Practice)製造準備を推進中
平成23年度に準備を完了する計画（昨年11月に完了予定期を変更）

販売準備関連
2社と販売提携契約を締結済み
平成23年度から人道的使用を本格的に進める計画（上述の製造準備
の遅れに伴って、昨年11月に本格開始時期を平成23年度に変更）

欧州医薬品庁(EMA)との事前相談
平成21年夏から承認申請提出へ向けたEMAの専門的アドバイス

(Scientific Advice)の取得を開始
平成22年度の主なイベント

Scientific Advice （2回目）の取得
EMAとのPre-submission Meeting の実施



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
ユーロスターズ・プロジェクトの獲得（昨年6月）
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欧州角膜事業化準備の総仕上げとして推進

ユーロスターズ・プロジェクト（Eurostars Project） とは
EUREKA（ユーレカ＝欧州諸国が参加する公的研究開発振興組織）が
運営する事業化志向研究開発助成プロジェクト

当社グループプロジェクトの概要
審査結果：112の応募提案中第4位
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製造・輸送体制の最終確認
② 多施設分散型治験の実施及び評価

参加者：セルシード・フランス社（仏）、リヨン国立病院（仏）、ジェネシス・
ファーマ社（ギリシャ）、パラケルスス医科大学（オーストリア）
期間：プロジェクト開始から30ヶ月

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）

注目 !



平成22年度細胞シート再生医療事業の主な成果
（欧州角膜再生上皮シート以外のパイプライン）
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パイプライン名 平成22年度目標 平成22年度の主な成果など

角膜再生上皮
シート（米国）

米国展開へ
向けた準備

当初より欧州薬事申請提出後に取り組む計画
欧州薬事申請提出時期が平成23年度となったこと
に伴って、米国展開準備も平成23年度着手に変更

心筋再生パッチ 臨床研究の推進 共同研究先における臨床研究が計画に沿って進捗中

食道再生上皮
シート

臨床研究の完了
共同研究先における臨床研究がほぼ順調に進み、
現在経過観察期間中

歯周組織再生
シート

臨床研究の開始
昨年12月に厚生労働省厚生科学審議会科学技術
部会において臨床研究実施計画が了承され、臨床
研究の開始が公的に認められた

軟骨再生シート 臨床研究の準備 共同研究先において臨床研究開始準備を推進中

仏治験
実施中

臨床
研究
実施中

臨床
研究
承認済

臨床
研究
準備中
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その他の細胞シート再生医療事業関連トピックス(1)：
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
（昨年4月）

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）

注目 !
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その他の細胞シート再生医療事業関連トピックス(2)：
内閣府FIRSTプログラムへの参画（昨年7月公表）

30億円規模の助成金を活用して、産学連携で
細胞シート再生医療の産業化・システム化を推進中

注目!

名称：最先端研究開発支援プログラム（FIRSTプログラム）
「新たな知を創造する基礎研究から出口を見据えた研究開発まで、さまざまな分野及びス
テージを対象とした、３～５年で世界のトップを目指した先端的研究を推進することにより、
産業、安全保障等の分野における我が国の中長期的な国際的競争力、底力の強化を図
るとともに、研究開発成果の国民及び社会への確かな還元を図ることを目的とした、『研
究者最優先』の研究支援制度」 （内閣府ホームページより）

方針決定・評価：内閣府総合科学技術会議
予算総額：1,000億円（30名の中心研究者＝30課題に対する総額）

岡野教授グループ研究予算総額：約34億円（2009～2013年度）
中心研究者：岡野光夫教授（東京女子医科大学）
テーマ：「再生医療産業化に向けたｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ ‐臓器ﾌｧｸﾄﾘｰの創生‐」
共同事業機関：東京女子医科大学
受託機関：大阪大学など3研究機関、当社、日立製作所、テルモなど



平成22年度（3月～12月）のその他の主なトピックス
（特許成立、PR）

特許成立

角膜再生上皮シート基本特許（日本、4月）

温度応答性クロマトグラフィー技術基本特許（日本、6月）

共培養用温度応答性細胞培養器材技術基本特許（日本、8月）

PR

テレビ登場回数：6回（7月のTBS系「がっちりマンデー」など）

書籍・雑誌登場回数：6回（7月の経産省「通商白書2010」など）
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平成22年度キャッシュフロー計算書（まとめ）

平成21年度
通期実績

平成22年度
通期実績

現金等の期首残高 259 1,030

現金等の増減額 770 ▲10

営業活動によるキャッシュ・フロー ▲710 ▲1,125

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲4 ▲916

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 ▲1５

現金等の期末残高 1,030 1,019

単位：百万円

株式上場（22/3月）時に20億円強を調達注目 !

国債等の短期有価証券残高を合算
した実質手許資金額は1,819百万円
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平成23～25年度連結業績目標（マイルストーン開示ベース）
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注）平成23年度は事業計画において費目毎に予測金額を積み上げた計画値、
平成24年度以降は市場環境や事業規模の拡大見通し等を勘案した目標値を記載

赤字幅は平成23年度にピークアウトする計画注目 !

売上高 営業利益 経常利益 当期
再生医療 細胞シート 再生医療 細胞シート 消去又は

単位：百万円 支援 再生医療 支援 再生医療 全社

平成23年度 △1,460 △1,464
（計画） 68 107 △45 △1,050 △436

平成24年度 △293 △297
（目標） 70 712 △22 △8 △305

平成25年度 △239 △243
（目標） 75 887 △30 △14 △306

純利益

175

782

962

△1,531

△336

△351

再生医療支援事業：販促及び新商材投入等で売上高の増加を図りつつ赤字幅
を縮小しながら、中長期的成長基盤の確立を目指す
細胞シート再生医療事業：下記施策を通じた収益獲得と研究開発推進を両立

① 欧州における角膜再生上皮シートの事業化（薬事承認の取得→上市、
人道的使用の推進）

② 角膜再生上皮シートの米国展開
③ 提携一時金の獲得（米国角膜、心筋再生パッチなど）



平成23～25年度売上高目標
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欧州角膜販売の本格化と提携一時金収入の獲得が鍵注目 !

66

175

782

962
単位：百万円



平成23～25年度細胞シート再生医療医薬品パイプライン
研究開発進捗目標
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パイプライン名
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

心筋再生

パッチ

食道再生上皮

シート

歯周組織再生

シート

軟骨再生シート

欧州データ等を活用

は平成22年度末までに終了した部分、 は平成23年度、 は平成24年度、 は平成25年度の（注）

各期における開発計画の到達目標を表す。また、 は平成22年度末までに一部内容が進行しているものを表す。

欧州で角膜を上市、さらに全ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝを治験（準備）へ注目 !



平成23～25年度細胞シート再生医療事業計画のポイント
（マイルストーン開示ベース）
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パイプライン名 大目標 主なマイルストーンなど

角膜再生上皮
シート（米国）

提携の獲得
治験準備の推進

欧州薬事申請提出後（平成23年度）に米国FDAとの
事前相談を開始
平成23年度に提携契約を締結（一時金100百万円
の獲得を目指す）

心筋再生パッチ
臨床研究の推進
提携の獲得

共同研究先において臨床研究を推進
平成24年度に提携契約を締結（一時金500百万円の
獲得を目指す）

食道再生上皮
シート

臨床研究の完了
治験準備の開始

共同研究先において臨床研究を推進
治験開始へ向けた準備を推進

歯周組織再生
シート

臨床研究の開始
及び推進

平成23年度に共同研究先において臨床研究を開始
共同研究先において臨床研究を推進

軟骨再生シート
臨床研究の開始
及び推進

平成24年度に共同研究先において臨床研究を開始
共同研究先において臨床研究を推進

角膜再生上皮
シート（欧州）

上市

本格的な売上高
の計上

平成23年度に欧州医薬品庁宛販売承認申請を提出
平成23年度から欧州での人道的使用を本格推進
平成24年度に欧州販売承認を取得
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 平成22年度レビュー

• 通期連結業績

• 再生医療支援事業

• 細胞シート再生医療事業

• 財務状況（キャッシュフロー）

 平成23～25年度事業計画概要

• 連結業績目標（全社、セグメント別）

• 売上高目標

• 細胞シート再生医療パイプライン別研究開発進捗目標

今後想定される主なニュース



平成23年度に想定される主なニュース
（マイルストーン開示ベース）

角膜再生上皮シート関連

フランス治験最終結果の確認

欧州薬事承認申請の提出

人道的使用制度に基づく製品提供の開始

米国展開提携契約の締結

その他の細胞シート再生医療パイプライン関連

食道再生上皮シート臨床研究の終了

軟骨再生シート臨床研究開始準備の完了
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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頂きたい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

本資料お取扱い上のご注意
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