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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
イオン液体を利⽤した独⾃の技術「ILTS」を活⽤し、貼付剤
の開発に尽⼒するバイオベンチャー。中枢性筋弛緩剤チザニ
ジンを含んだ貼り薬「CPN-101」は印⼤⼿製薬Ciplaと世界
的な開発・販売ライセンス契約を締結、フェーズⅡ開始に向
けて協議中。販売まで最も近いパイプラインが、帯状疱疹後
の神経疼痛治療薬としての利⽤を想定する「MRX-5LBT」。
20年4⽉にＤＷＴＩと共同開発契約を締結。NDAの審査完了
報告通知をFDAから受領し、今後は指摘された追試を⾏って
再申請、23年の承認取得を⽬指す。

■⾰新的な医療デバイス「マイクロニードル」
ワクチンや薬剤を投与する無痛経⽪投与システム「マイクロ
ニードル」。無痛、ワクチン投与時の免疫効果アップ、常温
輸送・保管が可能などのメリットがあり、将来有望な医療デ
バイスとして注⽬されている。20年４⽉、マイクロニードル
の治療薬⼯場の稼働を開始させた。未だ、量産化に漕ぎ付け
たプレーヤーが存在しない。同社では、マイクロニードルを
確実、かつ簡単に⽪膚内へ挿⼊する独⾃アプリケータを有し
ており、国内外複数の製薬系企業とフィージビリティスタデ
ィを実施中。事業提携も含めた今後の展開が嘱望される。

■ 時価総額26億円、PSRは同業他社⽐で「過⼩」
⾜元では⽶国の利上げ警戒に伴うグロース株売り地合いにも
飲まれ、過去１年で時価総額は60％減少した。3⽉4⽇時点
の時価総額26.3億円は、マザーズ上場のバイオベンチャーで
２番⽬に⼩さい。予想ＰＳＲで相対⽐較すると、同サイズ、
同市場のバイオベンチャーと⽐べて低評価と⾔える。ただ、
個⼈の信⽤買い残⽐率が⾼く、マザーズ市場全体の地合い影
響を受けやすく、価値に⾒合った株価形成には時間がかかり
そう。⼿元資⾦は17億円と⼗分にあり、当⾯の資⾦繰り問題
は無い。注⽬度の⾼いマイクロニードルは、ファンペップ以
外にも海外含めた複数の会社とフィージビリティスタディを
実施している。⻑期保有前提なら、「過⼩」といえる時価総
額を根拠に買い下がるのは⼀考だろう。
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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 7,803百万円
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4⽇終値）
株 価 107円

発⾏済株式数 24,595,100株

売買単位 100株

時価総額 26.3億円

予想ＰＥＲ -倍

予想ＥＰＳ -円

実績ＰＢＲ 1.38倍

世界のQOL向上に資するワクチンMN製剤技術、
⼀⽅で極まる株式市場での「過⼩」評価の感
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ポイントまとめ（１）

●どんな会社︖
2002年1⽉に⾹川県で⽴ち上がったベンチャー企業。2013年2
⽉に東証マザーズに上場した。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、巨⼤市場で
ある⽶国における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も、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⻑といえる。

●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が湿布薬。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点の⻑所が挙げられる。

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。

●メドレックス独⾃の技術「ILTS」とは︖
⽪膚は⼈体にとって、外界からの異物侵⼊に対する第⼀バリア。
そのため、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、イオン液体の活⽤により、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。
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ポイントまとめ（２）

●マイクロニードルとは︖
⽣体分解性の樹脂で出来た微⼩な針の集合体をマイクロニー
ドル（以下MN）と呼ぶ。左図のように、肌にMNを刺すわ
けだが、微⼩針のため「無痛」というメリットがある。⾓質
層を局所的に破壊し、真⽪層にワクチンや薬剤を投与する先
進的な無痛経⽪投与システムである。

⽬下、世界中で新型コロナウイルスのワクチン開発が急がれ
ている。このワクチン投与時に、MNは従来の注射による投
与と⽐べ、免疫の効果を強くすることに期待できるという。
その他、経⼝薬より速効性に期待できるといったメリットも
あり、将来有望な投与デバイスとして注⽬されている。
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●ポテンシャル⾼い画期的なワクチン接種装置
新規の医療デバイスとして待ち望まれるMNは、潜在市場規
模が最⼤１兆円存在するとも⽬されている。⽇本国内では富
⼠フイルムやニプロなども⼿掛けるが、医療⽤デバイスとし
て量産化に漕ぎ付けたプレーヤーは存在しない。

そんなポテンシャルの⾼いMNの治療薬⼯場が既に稼働して
いる。MNを確実かつ簡単に⽪膚内へ挿⼊する独⾃のアプリ
ケータ（20年8⽉に特許庁より特許査定）は画期的だ。
サイズは名刺以下と⼩型【裏⾯が画像１、表⾯が画像２】か
つ軽量なため、封筒に複数⼊れて郵送することも可能。

これなら、感染症のパンデミック発⽣時などでも、全世帯へ
ワクチンを配ることが可能となるのだ。冷凍輸送、保管の必
要も無い。また、⼿元に届きさえすれば、誰でも簡単に無痛
での⾃⼰投与が可能という従来の注射には無い強みを持つ。
MNを装着したアプリケータを腕に乗せ、垂直に押さえるだ
けで貼付される。【画像３】

21年12⽉、新型コロナウイルスワクチンのMN製剤に対し
、中⼩企業庁の事業再構築補助⾦が採択された。ウィズコロ
ナ、ポストコロナ時代に向けた新分野展開への挑戦が認めら
れ、最⼤0.6億円の補助⾦を受領できる。この補助⾦をMN
製造機械の購⼊に充当、⽣産量の増⼤につなげる⾒通しだ。

画
像
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① 「CPN-101」 （「MRX-4TZT」)

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。筋弛緩薬の⽶国市場規模
は約1100億円（2020年、⼀部試算）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、
薬効がゆっくり⼊るため有効⾎中濃度の持続性を⾼められる。

CPN-101は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がまとまった。

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
満たす好結果が出た。次の課題が、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P1b試験。こちらも19年9⽉、事前に決めていた基準を満た
す好結果が判明した。試験成功で、Ciplaより開発マイルストン収⼊を受領することが確定。
20年2⽉、Ciplaのグループ内再編に伴い、契約相⼿先はCipla Techに変更している。次の段階であ
るフェーズⅡを前に開発が⽌まっているが、Cipla Techがサブライセンス先を⾒つけるなど、新たな
形での開発再開も含めて現在協議を続けている。

開発パイプラインの現状と展望（１）

2022年3⽉6⽇
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開発パイプラインの現状と展望（２）

②「MRX-5LBT」“Lydolyte”
局所⿇酔の⼀種であるリドカインを含んだ貼り薬で、神経疼痛治療薬としての利⽤が想定されている。
リドカイン貼付剤の⽶国における市場規模は約270億円（2020年、⼀部試算）とされる。18年6⽉に、
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1000億円超）との検証的な⽐
較臨床試験で、Lidodermに対する⽣物学的同等性が⽰されたほか、少量のリドカインで同等の効果が
⾒込める優位性まで⽰した。その後、⽶FDAから要求された新薬承認申請（以下NDA）に必要な臨床試
験を全て完了。20年4⽉には、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（以下DWTI）と共同開発契約を
締結した（マイルストンの形態でDWTIより最⼤２億円を受領）。同年8⽉、当初計画の通り⽶FDAに
NDA。そのFDAから審査完了報告通知を受領し、現在は指摘された事項に関して協議を続けている。
今後はFDAから指摘を受けた追試を⾏い、再申請する⽅針。承認取得のタイミングは23年を⾒込む。

③「MRX-9FLT」
オピオイドの⼀種で医療⽤⿇薬に指定されるフェンタニルを含んだ貼り薬。フェンタニル貼付
剤の⽶国における市場規模は約210億円（2020年、⼀部試算）。重度の急性疼痛、慢性疼痛、
癌性疼痛の緩和向けに、約20年前に登場したフェンタニルパッチが⻑く⽶国で使⽤されている
。先⾏者が存在するものの、既存の貼付剤は幼児や⼩児の誤⽤による死亡事故報告が多い。こ
の誤⽤事故を防ぐべく、同社が⽴ち上がった新たなパイプライン。独⾃技術の適⽤で誤⽤事故
防⽌という付加価値が乗れば、市場拡⼤に寄与することも可能だ。先⾏例があるため承認の確
率が⾼く、試験も少ないため開発コストも抑えられる。20年9⽉に発表した最初の臨床試験結
果では、参照製品（Duragsic）と同様の⾎中濃度推移などが確認できた。21年7⽉にFDAより
ファスト・ドラッグ（優先審査される新薬）に指定され、現在は臨床開発を進⾏中。

④「MRX-6LDT」
消炎鎮痛薬ジクロフェナク（⽇本では「ボルタレン」という商品名で処⽅箋医薬品として古くから販売
されている薬物）、局所⿇酔薬リドカインの２つの薬物を、⾼い経⽪浸透性での同時投与を実現する貼
り薬。ジクロフェナクとリドカインの相乗的な効⽤を⼀度に得られるのが特⻑で、慢性疼痛薬としての
利⽤が想定されている。慢性疼痛治療薬の⽶国における市場規模は約3.5兆円（2019年、⼀部試算）と
巨⼤で、久光製薬もジクロフェナクだけを⾼濃度に送達させる鎮痛消炎剤の貼り薬を⽶国市場向けに開
発している。本格開発に着⼿しており、22年内に⾮臨床試験を始める計画。

2022年3⽉6⽇
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●21年12⽉期は、売上⾼0.08億円、経常損益10.74億円の⾚字、最終損益10.59億円の⾚字だった。
通年でマイルストン収⼊の計上がゼロとなったのは、18年12⽉期以来3期ぶり（ヨードコート軟膏の
製品売上0.08億円のみ）。Ciplaの戦略変更に伴いCPN-101の開発が⼀時中断、⾒込んでいたライセ
ンス収⼊の未収が誤算だった。販売管理費は10.67億円と、臨床試験の実施時期後ズレもあり前期（
12.41億円）⽐で減少。なお、助成⾦収⼊は計0.07億円で特別利益に計上している。

●今22年12⽉期通期予想は、売上⾼2.89億円、経常損益10.03億円の⾚字、最終損益10.06億円の⾚
字。販売管理費は12.89億円と平常⽔準に戻るが、増収効果で⾚字幅は縮⼩へ。ヨードコート軟膏の
販売分（0.09億円）に加え、今期はマイルストン収⼊2.8億円を計上する⾒込み。

なお、新株予約権の⾏使による資⾦調達を進めており、⼿元資⾦に対する懸念は乏しい。21年12⽉
末時点の現⾦残⾼は17.03億円（前期末⽐1.09億円減少）。年２本の臨床試験で必要な研究開発費（
約10億円）を前提にすると、約1.5年分の⼿元資⾦が確保されている計算になる。

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）

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 169 1923% -1633 - -1616 - -
2020年12⽉ 115 -32% -1152 - -1114 - -
2021年12⽉ 8 -93％ -1074 - -1059 - -
2022年12⽉予想 289 2,361％ -1003 - -1006 - -

業 績
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●創薬パイプラインの製薬化が⼀朝⼀⼣では無いからこそ、成功時に得られるリターンは最上級となる。その⻑い研究開
発の道程におけるバイオベンチャーの価値評価は本来、パイプラインの価値で図るしかない。ただし、同社も含めたマザ
ーズ上場のバイオベンチャーの場合、カバレッジ対象としているアナリストの数がゼロという銘柄が⼤半だ（最多のそー
せいグループでも５社）。バイオベンチャー各社のパイプラインの価値がどの程度か︖に関する市場コンセンサスが全く
形成されていないという構造問題がある。そのため、価値判断で資⾦を投じる機関投資家も（上場市場や時価総額の問題
もあり）関与していないという需給⾯での構造問題も根を⽣やしたままだ。

●同社の3⽉4⽇時点時価総額は26.3億円と、マザーズに上場するバイオベンチャーの中ではCANBAS（同17.0億円）に
次いで２番⽬に⼩さい。時価総額100億円未満のマザーズ上場⼩型バイオベンチャー12銘柄の中で、同社の時価総額は
過⼤／過⼩どちらなのか︖（パイプラインの価値評価とは関係ないが）⾚字のバイオベンチャーにマルチプル法を持ち込
んだ場合、唯⼀かつ簡便な尺度はＰＳＲ（株価売上⾼倍率）くらいだろう。その予想ＰＳＲでいえば、同社は9.1倍とな
るが、これは相対的に⾒て低い⽔準である。例えばCANBASは17倍、時価総額が近いクリングルは9.4倍と同等だが、フ
ァンペップ（25倍）、ぺルセウス（61倍）などと⽐べてもＰＳＲでは「過⼩」と判定できる。

●ただし、過⼩に⾒えても、機関投資家の関与が無い以上、それ⾃体が株価の反転理由になるわけではない。パイプライ
ンの価値を売買の動機にしているわけではない個⼈投資家が売買主体であり、その関与率が同社の場合は他のバイオベン
チャーより相対的に⾼い。短期売買を前提としている「信⽤買い」の2⽉末残⾼は268万6600株あり、発⾏済み株数に
対する⽐率（信⽤買い残⽐率）は10.9％。これは、DELTA-FLY（同13.1％）に次いで⼩型バイオベンチャーの中では２
番⽬に⾼い⽔準。信⽤買い残⽐率が⾼いということは、マザーズ市場の地合い悪化時に連れ安しやすいことを意味する。

●マザーズ指数が過去１年で38％下落した。とりわけ、⽶利上げ警戒に伴うグロース株売りが加速。その過程で信⽤買
いポジションの価格無視でのロスカットが相次ぎ、信⽤買い残⽐率の⾼い⼩型グロース株全般に価格破壊が起きた。同社
株価も過去１年で60％下落、有望パイプラインのCPN-101やMRX-5LBTの⾜踏みを嫌気した⾯も含むとしても、過半は
地合い悪化による需給要因だろう。その信⽤買い残が直近で⼀番増加したのは、昨年12⽉第2週（信⽤買い残325万
1500株）。中⼩企業庁の事業再構築補助⾦にワクチンMN製剤が採択されたとのリリースで急騰した翌週、137円〜191
円の価格帯で「逆張り信⽤買い」した投資家が多いと⾒られる。戻り売り圧⼒が最も強い⽔準の⽬安になりそうだ。

●ただ、これはパイプラインの価値を考慮しない需給における価格形成の話。ＰＳＲでは、同サイズ同市場のバイオベン
チャーと⽐べ、相対的に「過⼩」と⾔える時価総額という⾒⽅は出来る。⼿元資⾦は17億円と⼗分にあり、当⾯の資⾦
繰り問題も無い。注⽬度の⾼いマイクロニードルは、ファンペップ以外にも海外含めた複数の会社とフィージビリティス
タディを実施している。CPN-101の開発再開などグッドニュースを待つというスタンス（⻑期保有前提）でエントリー
するなら、「過⼩」といえる時価総額を根拠に買い下がるのは⼀考と思われる。（岡村）

株価（ヒストリカル）
年初来⾼値 334円

年初来安値 93円

上場来⾼値 7,500円

上場来安値 93円

投資評価
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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。
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