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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、印大手製薬会社Cipla

と世界的な開発・販売ライセンス契約を締結。P1b試験にも

成功し、2020年をメドにフェーズⅡに入る予定だ。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

しての利用が想定される「MRX-5LBT」。FDAの要求する試

験を順次行い、20年にもNDAを行う計画。有望な複数の自

社起源パイプラインを持つほか、武田薬品など大手製薬会社

への基盤技術提供による“協業パイプライン”も両軸展開。

■マイルストン条件の計画的変更で今期減額修正

9月25日に今期見通しを下方修正。修正後の今19年12月期

見通しは、売上高1.72億円（従来計画10.09億円）、経常損

益18.71億円の赤字（同9.55億円の赤字）とした。CPN-

101のマイルストン収入600万米ドルを受領する要件（P1b

試験）は満たしたものの、将来的なマザーズ市場における上

場廃止基準への抵触を回避するため、敢えて100万米ドルだ

け今期計上する形をとったことが主要因。第一三共と武田か

らのマイルストン収入として見込んでいた約3億円について

は、第一三共との共同開発中止などが誤算に。

■600万米ドルがマザーズ上場維持の“通行手形”に

CPN-101のP1b試験に「成功」、ここで得られるマイルス

トン収入600万米ドルを予定していたが、契約変更して、今

期は100万米ドルだけの計上に留めた。その理由は、東証マ

ザーズの上場維持基準「上場6年目以降の企業は売上高が1億

円以上」に対応するためである。短期的な業績の見映えは悪

くなるし、手元資金は薄くなるが、それでも株主が抱える上

場廃止リスクの回避を優先した。現状のパイプラインでは、

MRX-5LBTは2020年のNDAメドが立つほど良好に進捗して

いる。売上計上が見込める2021年以降まで上場維持しなが

ら、その後の成果を株主と共有する―苦渋の決断といえるが

、その選択は間違っていないと考える。

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 6,560百万円

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（10月8日終値）

株 価 413円

発行済株式数 12,714,100株

売買単位 100株

時価総額 52.5億円

予想ＰＥＲ -倍

予想ＥＰＳ -円

実績ＰＢＲ 2.25倍

挑戦を続けるため「名を捨てて実を取る」
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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

。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、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。

●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も見

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

との開発候補薬については、非臨床試験で期待した

結果が出ず、19年8月に共同開発を中止している。

第一三共とは開発中止になったが、第一三共に続い

て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

術を利用した経皮吸収製剤化を目指している。

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。その相手先として第一三共、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大きい。

  

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（有効性、眠気スコアとも）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プロセス（P1b）。18年中で

のスケールアップが間に合わず延期していたが、19年5月にP1b試験を開始。そして9月25日、事前

に決めていた基準を満たす好結果が判明した。試験成功により、Ciplaより開発マイルストン収入
100万米ドル（1.07億円）の受領が確定。次の段階であるフェーズⅡに向け、Cipla主体で2020年開

始をメドとした準備が進められている。

開発パイプラインの現状と展望（１）

2019年10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。ターゲットとするオピオイド徐放性製剤の米国市場規模は
2016年時点で約4500億円（米国オピオイド市場約7500億円のうち60％程度）と見込まれており、

非常に巨大。その米国ではオピオイド乱用が社会問題で、17年10月にはトランプ米大統領が「公衆衛
生の非常事態」を宣言。乱用や誤用が多く、米FDAも製剤化に消極姿勢をとる可能性もある。ただ、

同社では独自の新製剤技術「AMRTS」（特許出願中）により、低抽出で再貼付も防げるといった複数
の優れた機能も開発した。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。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
較臨床試験で、目標としていたLidodermとの生物学的同等性が示された。続いて、米FDAから要求さ

れた新薬承認申請（以下NDA）に必要な臨床試験のひとつ「貼付力評価試験」を実施。19年7月に、
NDAに必要な要件を満たす貼付スコア（ぴったり引っ付く度合いを示す数値）が獲得された。今後も

FDAの要求する試験を順次行い、20年にNDAを行う計画。米リドカイン貼付剤市場は2018年で約
500億円と巨大市場ではないが、承認取得までの時間、確実性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、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。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。19年中にP1a試験を実施予定。商業生産

を見越した製造委託先も選定中という。

2019年10月8日
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●今19年12月期中間期は、売上高0.28億円、経常損益8.84億円の赤字、最終損益8.67億円の赤字

だった。売上高は、上市製品のヨードコート軟膏分0.15億円と、貼付剤サンプル供給分0.13億円。

MRX-5LBTの非臨床試験、臨床試験の実施時期が前倒しとなったことで研究開発費が増え、販売費

及び一般管理費は9.02億円と前年同四半期の5.81億円比で大きく増えた。

●9月25日に今期見通しの下方修正を発表している。従来予想の売上高10.09億円、経常損益9.55億

円の赤字、最終損益9.43億円の赤字をいずれも大幅減額。修正後の今19年12月期見通しは、売上高

1.72億円、経常損益18.71億円の赤字、最終損益18.56億円の赤字とした。売上高が当初想定比

8.37億円の大幅減額、これが赤字拡大の主因である。前期は、Ciplaから計上予定だったCPN-101の

マイルストン収入600万米ドル（6.4億円）の後ズレが下方修正要因だった。今期はその6.4億円の

スライド計上、加えて第一三共、武田からのマイルストン収入も3億円想定していた。その双方で齟

齬が生じたことで売上高が大幅な未達となった。

●まず、CPN-101のマイルストン収入600万米ドル。これを受領する要件であるP1b試験については

、9月25日に開示された通りで成功を収めた。ただし後述するが、マザーズ市場における上場廃止基

準への抵触を避けるため、敢えて100万米ドル(1.07億円)だけ今期計上する形をとった。短期的な業

績の見映えこそ悪くなったが、残る500万米ドルについては来期、再来期で計画的に分けて計上でき

るようCiplaと契約変更済み。続いて、第一三共と武田からのマイルストン収入として見込んでいた

約3億円については、第一三共との共同開発中止が誤算といえる。武田については想定より進捗が遅

いことが理由のため、引き続き果報を待つのみ。

●19年6月末時点の現・預金は18.74億円と、昨年末の17.96億円から微増。11.25億円の資金調達

に対し、支出は臨床試験費用等の8.32億円などがあった。

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 172 2050% -1871 - -1856 - -

業 績

2019年10月8日
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●今期の最重要ミッションだったCPN-101のP1b試験に「成功」した。ここで得られるマイルストン収入

600万米ドルを予定していたが、マイルストン条件を一部変更し、今期を100万米ドルだけの計上に留めた

。これで今期業績は大幅な下方修正となったわけだが、大きな理由がある。同社の補足説明資料（9月25日

付）には【通常の経済合理性には沿わないが、創薬ベンチャーの事業進捗の順調さ／企業価値向上と直結す

るわけではない“マザーズ上場廃止基準：年商１億円”に対するリスクヘッジ対応】と記載してある。この一

文で伝えたいことは以下の通りだ。

●同社が東証マザーズに上場したのは13年2月。今期は上場から6年目となるわけだが、上場6年目以降のマ

ザーズ上場企業に対し、東証は「売上高が1億円に満たない場合は上場廃止」という上場廃止基準を設けて

いる。この「年商１億円」クリアに、来期以降も気を揉まないといけない状況になったことが背景だ。

そもそも、このマザーズの上場廃止基準には否定的な向きが多い。マイルストン収入等の計上タイミングに

より、業績がボラタイルになるバイオベンチャー。そのバイオベンチャーが時価総額上位に多数顔を出す市

場であるにも関わらず、古い基準を今でも適用しているからだ。例えば、米NASDAQやロンドンのAIMの上

場維持に「売上（総収入）」に関する基準は一切無い（日本でもジャスダックには売上基準が無い）。18

年1月の経産省の調べでは、このマザーズの上場廃止基準をNASDAQ上場のバイオテクノロジーインデック

ス構成銘柄に適用すると、実に「35.8％」の銘柄が上場廃止になってしまうという。

●ただし、ルールがある以上は対応しないといけない。今期600万米ドル全てを計上すると、来期以降に不

安が残る。CPN-101のフェーズⅡはCipla主導で2020年に開始予定、武田へのライセンス供与も同社の手か

ら一旦離れており自社でコントロールできない。そこで選んだ最善策が、今回のマイルストンの分割計上だ

ったわけだ。仮にだが、6分割してしまえば「年商1億円」はこの先５年に亘ってクリアできる。見映えの

良い決算を取るか、上場維持を取るか・・・手元資金は薄くなるが、それでも株主が抱える上場廃止リスク

の回避を優先したわけだ。試験成功で得る「600万米ドル」は、上場維持のための“通行手形”になった。

●本質である【創薬ベンチャーの事業進捗の順調さ／企業価値向上】という点では、評価できる成果を残し

ている。MRX-5LBTは2020年にもNDAできるメドが立った。前例の成功事例Lidodermとの比較が臨床試

験の課題だが、少量（30％弱）のリドカインで同等の効果が示されたり、テープ剤の使い勝手の良さなど

差別化要素が多い。新薬として販売される確度は高まっており、リドカインテープ剤の売上計上が見込める

2021年以降まで上場維持しながら、その後に株主に報いる・・・これが同社が伝えたかった株主へのメッ

セージなのではないか。（岡村）

株価（ヒストリカル）

年初来高値 710円

年初来安値 397円

上場来高値 7,500円

上場来安値 341円

投資評価

2019年10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10月8日


