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■米市場での貼り薬誕生を目指すバイオベンチャー
2002年１月に香川県で創業したベンチャー企業。イオン液
体を利用した独自の技術「ILTS」を活用し、貼付剤の開発に
尽力している。中枢性筋弛緩剤チザニジンを含んだ貼り薬
「MRX-4TZT」は17年4月に、インドの大手製薬会社Cipla
と世界的な開発・販売ライセンス契約を締結。オキシコドン
を含んだ貼り薬「MRX-1OXT」も18年2月、フェーズⅠにお
いて十分な血中薬物濃度の実現可能性が高く、特記すべき副
作用が観察されないという好結果が示された。有望な複数の
自社起源パイプラインを持っている。

■技術力への評価で獲得した“協業パイプライン”
18年8月、武田への「ILTS」「NCTS」の技術ライセンス契
約を締結した。武田が開発中の重点疾患領域におけるパイプ
ラインで技術を利用し、経皮吸収製剤化を目指す。武田の開
発の進ちょくに応じたマイルストン、上市後の販売額に応じ
たロイヤリティを受領する契約だ。自社起源のパイプライン
で利用してきた独自技術が、製薬大手の製品開発をサポート
する形で活躍の場を広げ始めた。同社の技術が高い次元にあ
ることを示すアナウンス効果の面も含め、その相手先に第一
三共、武田とビッグネームが続いた意味合いは大きい。

■信用買い残が半減、好材料示せば株価インパクト大
今期は売上高10億円の期初計画を掲げている。大前提とな
るのが、前期からのスライド計上が予定されるCPN-101の
マイルストン収入。前期中に間に合わなかった製造スケール
アップは既に完了。第２四半期頃にP1b試験を開始し、第３
四半期頃にも結果が判明する見通しだ。まずはマイルストン
収入6.9億円獲得の実績を示したいところ。また、その他の
パイプラインからも試験実施の開示が見込める。
昨年末にかけた新興株市場の地合い悪化で、株価の重石と
なってきた高水準の信用買い残が急減。発行済み株数に対す
る信用買い残の比率は10％弱に低下しており、好材料を示せ
た場合の株価インパクトは強く出やすくなった。

メドレックス（4586・東証マザーズ）

アナリスト 岡村 友哉
Yuya Okamura

会社概要
所在地 香川県東かがわ市

代表者 松村 米浩

設立年月 2002年1月
資本金 5,997百万円
上場日 2013年2月
ＵＲＬ http://www.medrx.co.jp/index.html

業種 医薬品

株価データ（3月8日終値）

株 価 499円

発行済株式数 10,394,100株

売買単位 100株

時価総額 51.9億円

予想ＰＥＲ -倍

予想ＥＰＳ -円

実績ＰＢＲ 2.49倍

好配合の事業ポートフォリオ構築、その成果を示す年
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ポイントまとめ（１）

●どんな会社？
2002年1月に香川県東かがわ市で立ち上がったベンチャー企業
。イオン液体を利用した独自の経皮吸収製剤技術「ILTS」を活
用した貼り薬を開発し、巨大な疼痛市場である米国で第１号のテ
ープ型貼り薬輩出を目指している。同社は一般的な創薬ベンチャ
ーと異なり、新薬開発を手掛けているわけではない。すでに存在
する飲み薬や注射薬の有効成分を貼り薬に置き換えるプラットフ
ォームを開発している。そのため、創薬ベンチャー同様のハイリ
ターンを追求しながら、リスクは創薬ベンチャーより小さいビジ
ネスモデルが特長。2013年2月、東証マザーズに上場。

●そもそも「貼り薬」はどういう強みを持つ薬？
貼り薬として日本で最も知られているのは湿布薬だろう。薬には
飲み薬や注射薬、塗り薬などあるが、湿布薬に代表される貼り薬
には大きく４点の長所が挙げられる。

①薬の効き目成分がジワジワ出ること。ゆっくり薬が出るため、
血中濃度を一定に保ち薬効を持続させやすい。
②肝臓を通過させないため、飲み薬と違い肝臓に薬が残らない。
副作用が出にくい。
③飲み忘れを防げる。過剰投与した場合は剥がすことで対処でき
る。幼児などにも背中など見えない箇所に貼ればＯＫ。
④投与時に注射薬のような痛みがない。

●ターゲットとする米国市場の魅力は？
米国人には「痛みに弱い」という国民性がある。その米国の疼痛
市場では、飲み薬で、モルヒネなどオピオイド（opioid）という
非常に強い鎮痛薬が使われるのが主流だ。

このオピオイド市場で最大シェアを占める薬物が中枢性鎮痛薬の
オキシコドン。このオキシコドンをILTS技術で経皮製剤化を目
指すパイプラインが「MRX-1OXT」だ。その米国では、2008年
から軽・中等度の痛み用で既に貼り薬市場が拡大している。
草分けとなったのが、現会長の松村眞良氏がかつて副社長を務め
ていた帝国製薬の「Lidoderm」。2000年の上市後大ヒットし、
次いで「Flector」もヒット。この２本（いずれも含水タイプ）
で年間1000億円級の売上高を記録するようになった。
米国で貼り薬が売れるというレールは敷かれており、現在ではう
つやＡＤＨＤ、パーキンソン、アルツハイマーなどに広がりを見
せている。
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ポイントまとめ（２）
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●メドレックス独自の技術「ILTS」とは？
従来型の経皮吸収技術では、皮膚から入りにくい薬
が多かった。そこで、イオン液体を活用することで
、貼り薬にできなかった薬を貼り薬化する道を切り
拓こうとしているのが同社である。

イオン液体化すれば、融点が低く（100℃以下）、
常温では液体になり、蒸気圧もほぼゼロ、さらには
不燃性で溶解性にも優れる特性が生じてくる。これ
までリチウムイオン電池や太陽電池など他産業での
活用に限られていた技術を、薬物で実現したのは世
界でも同社が初めて。同社ではパイプラインごとに
製剤特許を取得し、高い参入障壁を守っている。

●独自技術を武田薬品工業にライセンス供与
18年2月、第一三共と経皮技術「NCTS」を用いた
開発候補品での共同開発を締結した。その第一三共
に続き、同社のデリバリーシステムの利用を要請し
てきたのが国内製薬トップの武田薬品工業（以下：
武田）だった。

18年8月、武田への「ILTS」「NCTS」の技術ライ
センス契約を締結。武田が開発中の重点疾患領域に
おけるパイプラインで、メドレックスの技術を利用
して経皮吸収製剤化を目指すという。

武田の開発や商業化の進ちょくに応じ、技術ライセ
ンスを提供したメドレックス側は武田からマイルス
トン収入を受け取る。また、上市後についても、販
売額に応じたロイヤリティも受領する契約。

自社起源のパイプラインで利用してきた独自技術が
、製薬大手の製品開発をサポートする形で活躍の場
を広げ始めた。その相手先が第一三共、そして武田
とビッグネームが続いた意味合いも大きい。四国発
の同社の技術が、世界に通じる高い次元にあること
を示すアナウンス効果は絶大といえよう。

ナノコロイド薬液含浸層
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①「MRX-4TZT」（CPN-101）

日本では肩こり薬にも使われる中枢性筋弛緩剤チザニジンを含んだ貼り薬。筋弛緩薬の2016年度の
米国市場規模は約880億円と大きい。そのチザニジンは飲み薬の場合、１日３回の服用が必要なうえ
、肝障害や眠気といった副作用がある。これを貼り薬に置き換えられれば、１日１回で、薬効がゆっ
くり入り有効血中濃度の持続性を高められる。

MRX-4TZTは17年2月にフェーズⅠが終了し、市販のチザニチン飲み薬と同水準の血中濃度が確認さ
れたうえ、眠気等の副作用もほとんど無い好結果が示された。そして17年4月、インドの大手製薬会
社Ciplaの米国100％子会社Cipla USAと世界的な（東アジア除く）開発・販売ライセンス契約を締結
。契約一時金のほか、開発や販売の進捗に応じたマイルストン収入を最大3000万米ドル（約33億円
）、上市後も売上高に応じて段階的にロイヤリティ収入が入る好条件での大型契約でまとまった。

17年9月から開始した臨床第１相追加試験（P1a´）については、18年1月にCiplaとの事前の基準を
満たす好結果（有効性、眠気スコアとも）が出た。その後、18年中に追加のＰＫ（薬物動態）試験
（以下P1b）とＰＤ（薬力学）試験（以下P2）の実施を予定していた。商業生産レベルにスケールア
ップした形で治験薬を製造し、その治験薬でP1a´と同じ反復投与試験を行うプロセス（P1b）。た
だ、そのスケールアップが18年中に間に合わなかったため、開発は今19年12月期に期ズレ。スケー
ルアップ自体は既に完了しており、「第2四半期頃」に開始、結果は「第3四半期頃」に判明すると
想定される。

開発パイプラインの現状と展望（１）

2019年3月8日
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開発パイプラインの現状と展望（２）

②「MRX-1OXT」
オピオイドのオキシコドンを含んだ貼り薬。イオン液体の技術で経皮吸収が難しいオキシコドンをテ
ープ型貼り薬にするパイプラインである。オピオイド鎮痛剤は2014年の米国市場規模が4470億円と
一部で試算されている。そのうちオキシコドンが約４割を占める巨大マーケットであり、同社として
も最重要視しているパイプライン。米国ではオピオイド乱用は社会問題で、17年10月にはトランプ米
大統領が公衆衛生上の非常事態を宣言した。乱用や誤用も多いことから、同社では独自の新製剤技術
「AMRTS」（特許出願中）を開発。低抽出で、再貼付も防げるといった複数の優れた機能を持つ。
なお、臨床試験（フェーズⅠ）については18年２月、「十分な血中薬物濃度を実現する可能性が高い
こと」が示されたうえ、特記すべき副作用も観察されない良好な結果が示された。現在、粘着性など
の製剤改良も進めており、年内にP1b試験を行う予定。

③「MRX-5LBT」
局所麻酔薬の一種であるリドカインを含んだ貼り薬。帯状疱疹後の神経疼痛治療薬としての利用が想
定されている。米FDAに16年2月に治験許可申請を提出し、5月にフェーズⅠが終了。ここでILTS技
術の優位性を確認できた。18年６月には、ターゲットとなる米国で成功した前例「Lidoderm」（ピ
ーク時の年間売上高1100億円）との検証的な比較臨床試験の結果を発表。目標としていたLidoderm
との生物学的同等性が示された。18年11月にFDAとの面談会議も終え、長期の安全性を確認する試験
を中心に19年～20年に臨床試験を行ったうえで、20年に新薬承認申請を行えるメドが立った。巨大
市場ではないが、承認取得までの時間、確実性の高さに魅力を持つパイプラインといえる。

④「MRX-7MLL」
アルツハイマー治療薬のメマンチンを含んだ貼り薬。これまで同社は、アルツハイマー治療薬のメマ
ンチン、ドネペジルの２剤を配合し「5DML」として開発を進めていた。ただ、ターゲット市場の米
国では配合した経口剤ではなく、単独の経口剤が処方されていた（17年の米国アルツハイマー治療薬
市場約1500億円のうち、メマンチン経口剤が半分の約750億円）。この市場環境に対応し、同社も方
針転換。18年7月に、メマンチン単剤での製剤開発が完了したため、非臨床試験を開始した。アルツ
ハイマー治療薬の主流は経口薬だが、飲み忘れや過剰投与などが起きやすいことを考えると、貼り薬
化が実現した場合の患者や家族にとってのメリットは非常に大きい。18年12月のFDAとの会議により
、①フェーズⅠ試験実施には現在実施中の非臨床試験で十分であること、②既存の経口剤と同等であ
ることが示されればフェーズⅡ／フェーズⅢが必要で無いことも確認された。

2019年3月8日
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●前期（18年12月期）は、売上高0.08億円、経常損益12.85億円の赤字、最終損益12.07億円の
赤字だった。売上高は、上期に計上した上市製品のヨードコート軟膏分だけ（下期はゼロ）。会社
予想は6.98億円だが、6.9億円分が前期中に計上できなかった。これが誤算で、赤字幅も想定より
拡大した。下期に計上するはずだった6.9億円は、CiplaからMRX-4TZT（以下CPN-101）のマイ
ルストン収入が入ることを想定していた分。 P1a’の成功で、P1bとP2に入る予定だったが、試験
そのものが行えなかった。P1a’試験は昨年1月に好結果が出ているため、同内容のP1b試験が失敗
する可能性は低い。P1a’ではラボスケールで製造した製剤を使用したが、P1bは商業生産スケール
で製造した製剤を使用しての試験になる。その製造スケールアップに時間がかかり、前期中に試験
が行えなかった。

●今期（19年12月期）の期初計画は、売上高10.09億円、経常損益6.56億円、最終損益6.43億円
と大幅増収／赤字幅縮小を見込む。前期に行えなかったCPN-101のP1bとP2試験については、既
にスケールアップが完了しており、今期内で試験を始める。この分のマイルストン収入（6.9億円
）のスライド計上が大幅増収の主因。また、第一三共や武田からのマイルストン収入なども約3億
円想定している。不確実性が高い収入（他の自社起源パイプラインに関する契約一時金収入など）
は未計上としているようだ。

研究開発費は、臨床試験実施費用が増加するため13.71億円（前期は9.8億円）を想定している。
2月に発表した資金調達が順調であれば、リードパイプラインであるMRX-5LBTの安全性を確認す
るための臨床試験費用などに充当するようだ（業績予想にはこの分は含んでいない）。

18年12月末時点の現・預金は17.96億円と、前年末の11.26億円から大幅に増加。資金繰り面の
心配は不要といえる。

業績推移（百万円・％）

決算期 売上高 前期比 経常利益 前期比 純利益 前期比 １株利益
（円）

2013年12月 68 -21% -616 - -621 - -
2014年12月 26 -61% -1,012 - -1,016 - -
2015年12月 37 43% -990 - -878 - -
2016年12月 22 -40% -1301 - -1259 - -
2017年12月 198 787% -988 - -884 - -
2018年12月 8 -96% -1285 - -1267 - -
2019年12月予想 1009 11922% -656 - -643 - -

業 績

2019年3月8日
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● 先行投資型のバイオベンチャーに短期的な業績変化を求めるのはナンセンスだ。一方で、投資家サイド
の短期志向が強いのも事実。短期的な業績材料に対して、ネガティブ側に過剰反応することは多い。2月8
日に発表した前18年12月期決算がまさにそれだ。CPN-101のマイルストン収入の計上が間に合わず、当初
計画比で大幅未達。この数字だけで判断し、手持ち株を売却した短期筋が多かったといえる。

前期の下振れは、理由がはっきりしている。前期中に間に合わなかった製造スケールアップを完了させ、
その課題も乗り越えた。P1a´で行った反復投与試験と同等の結果を残せば合格、ハードルは高くない。
だからこそ、Ciplaからのマイルストン収入6.9億円をまずはきっちり獲得したいところ。実績さえ示せば、
同社に対する市場評価も一変し、再度関心を引き寄せられるはずだ。

その他、第一三共や武田薬品工業からのマイルストン収入なども見込み、同社では売上高10億円の期初
計画を掲げている。売上高10億円予想を立てるのは、14年12月期以来。この時は、当時のリードパイプラ
インETOREATが承認申請に漕ぎ着けられず、達成が叶わなかった。あれから５年。別の“自社起源パイプラ
イン”と、大手製薬会社への基盤技術提供による“協業パイプライン”の両軸展開する事業ポートフォリオに
生まれ変わった。厚みを増した新たなビジネスモデルで、売上高10億円達成でリベンジを果たせるか―
これが今期最大の注目点となろう。

● 株価への好影響が考えられる会社側からの開示は今期も多そうだ。まずは売上高10億円予想の大前提と
なるCPN-101関連。すでに準備は整っており、第２四半期をメドにP1b試験の開始が告知されそう。その結
果は、第３四半期にも判明する可能性がある。また、最も製品化が近いパイプラインMRX-5LBTは、今期中
に長期の安全性等を確認する試験を実施予定。残る２パイプラインからも、MRX-1OXTの反復PK試験（
P1b）、MRX-7MLLのP1aの実施が開示される可能性が高い。

● 新興のバイオ株は値動きが大きいため、信用取引を使って短期前提で買う個人投資家が多い。同社株に
ついても、前回レポート（18年8月31日）時点での信用買い残は214万株と、発行済み株数の21％に相当す
る残高が積み上がっていた（ピークは18年5月25日の282万株）。ただ、昨年末にかけたマザーズ銘柄の急
落局面で、個人の信用評価損益率が急激に悪化。価格無視で売却する個人投資家が殺到し、同社株について
も信用買い残が大きく減少。3月1日時点の信用買い残は103万株と、需給面の整理が急速に進んだことで、
戻り売り圧力も弱ったといえる。前述のような好材料が示された場合、株価の上昇インパクトが大きく出や
すくなったといえるだろう。 （岡村）

株価（ヒストリカル）

昨年来高値 2,139円

昨年来安値 407円

上場来高値 7,500円

上場来安値 341円

投資評価

2019年3月8日
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【本レポートに関するお問合せ】
株式会社マジカルポケット

〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目5-5 九段サウスサイドスクエア3F
TEL : 03-5226-5433 FAX : 03-5226-5434
Mail : medrx@mpocket.jp

※アナリストレポート記載内容に関する質問事項につきましては、一切お答え致しかねます。
予めご了承ください。

本レポートは、株式会社マジカルポケットが委託したアナリストと対象となる企業との面会等を通じ
て、当該企業より情報提供を受けておりますが、本レポートに含まれる仮説や結論は当該企業による
ものではなく、レポートを委託したアナリストの分析及び評価によるものです。

本レポートは、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的として作成されたもので、有価証券の
取引及びその他の勧誘または誘引を目的とするものではありません。

いかなる場合におきましても、投資の最終決定は投資者の判断と責任において使用されるべきもので
あり、株式会社マジカルポケットおよび受託者である作成アナリストは一切の責任を負わないものと
します。また、本レポートの内容はすべて作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあ
ります。

なお、本レポートの著作権は株式会社マジカルポケットに帰属します。
本レポートの無断複製、販売、使用、公表及び配布を行うことは法律で禁じられています。

ディスクレーマー

2019年3月8日
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