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イベント概要 

 

[企業名]  株式会社 新日本科学  

 

[企業 ID]  2395 

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] 決算説明会  

 

[イベント名]  2022 年 3 月期 第 2 四半期 決算説明会  

 

[決算期]  2021 年度 第 2 四半期  

 

[日程]   2021 年 11 月 4 日  

 

[ページ数]  31 

  

[時間]   13:00 – 13:52 

（合計：52 分、登壇：28 分、質疑応答：24 分） 

 

[開催場所]  電話会議 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  5 名 

代表取締役会長兼社長 CEO 兼 CHO  永田 良一 （以下、永田） 

代表取締役副社長 COO    高梨 健 （以下、高梨） 

専務取締役 CFO    二反田 真二 （以下、二反田） 
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専務取締役 前臨床カンパニー President 兼 同 Global BD 担当 

      角﨑 英志 （以下、角﨑） 

上席執行役員 IR 広報統括部長  岩田 俊幸 （以下、岩田） 
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登壇 

 

岩田：皆さん、こんにちは IR 広報統括部の岩田でございます。 

本日は、新日本科学の 2022 年 3 月期第 2 四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

これより説明会を開催させていただきますが、コロナ禍の状況でもあり、今回は電話会議による開

催といたしました。当社にとっては、初めての電話会議システムによる決算説明会となりますの

で、一部不手際があるかもしれませんが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

まず本日の当社側の出席者をご紹介させていただきます。代表取締役会長兼社長、CEO の永田良

一でございます。 

永田：永田でございます。よろしくお願いします。 

岩田：代表取締役副社長の高梨健でございます。 

高梨：高梨でございます。よろしくお願いいたします。 

岩田：専務取締役 CFO の二反田真二でございます。 

二反田：二反田でございます。よろしくお願いいたします。 

岩田：専務取締役、前臨床カンパニープレジデントの角﨑英志でございます。 

角﨑：角﨑でございます。よろしくお願い申し上げます。 

岩田：どうぞよろしくお願いします。本日のスケジュールでございますが、CEO の永田から全体

的な話を、続いて CFO の二反田より決算の説明、その後に前臨床事業の担当役員である角﨑か

ら、前臨床事業に関しての説明。最後に副社長の高梨より、前臨床事業以外の事業についての説明

を行った後に、皆様からのご質問をお受けいたします。 

説明の時間は約 30 分、残りの時間で質疑応答。電話会議は 14 時には終了とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

なお、発表資料は新日本科学のウェブサイトに掲載しておりますので、ご覧いただきますようお願

い申し上げます。 
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電話会議を始める前に、皆様にお断り申し上げます。これから行う説明におきまして、現時点の予

想に基づく将来の見通しを述べる場合がございますが、それらは全てリスクならびに不確実性を伴

っています。皆様には実際の結果が見通しと異なる場合があることを、あらかじめご了承くださ

い。 

それでは説明を開始いたします。永田社長、よろしくお願いします。 

 

永田：皆さん、こんにちは。代表取締役会長兼社長の永田でございます。 

本日は大変お忙しいところ、当社 2021 年度第 2 四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありが

とうございます。 

それでは、プレゼンテーション資料の 3 ページをご覧ください。本日、皆様にお伝えしたいポイン

トは 3 点ございます。 

まず 2021 年度上半期の実績。主力の CRO 事業が牽引し、大幅な増収増益でした。医薬品業界で

は国内外において、研究開発のスピードアップと効率化を目指した、CRO へのアウトソーシング

が引き続き拡大しております。 
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具体的には抗体医薬、核酸医薬、新しい創薬モダリティの研究開発が本格化しております。その対

応としまして、自社グループ内での実験動物供給体制の強化に注力しております。 

顧客が求めるスケジュールに合わせた試験を実施できる体制を構築するとともに、リードタイムの

短縮を実現し、品質の高い報告書を迅速に提供する、時間的価値創出に注力しております。 

こうした取り組みが国内外の顧客の皆様にご評価いただき、上半期、過去最高の受注高を記録する

ことができました。好調な受注を背景に売上高が増収となり、施設稼働率も高まり、加えて内部業

務プロセスのイノベーションによる経費削減効果が功を奏しまして、上半期の CRO 事業の営業利

益率は 31.1%と前年同期比で 8%を超える改善を達成できました。 

次に 2021 年度下半期の見通しと、今後の方向性について説明申し上げます。 

引き続き、下半期以降も主力事業の CRO 事業は好環境が継続すると考えております。上半期の実

績と足元の状況を踏まえ、10 月 21 日に通期業績予想値の上方修正を発表しました。 

1991 年に社長に就任以来、30 年間にわたって取り組んでまいりました施策が、ようやく実を結ん

できた感じでございます。今後も当社が掲げるダントツの CRO を目指して、市場でのポジション

をしっかりと確立し、クライアントが第一に当社を指名していただける CRO となりますよう、中

長期的な視点で経営を行ってまいります。 
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最後に企業価値向上に向けた、当社取り組みについてお話しします。4 ページをご覧ください。 

当社の企業理念の根幹は、環境、生命、人材を大切にする会社であり続けるというものでありま

す。この理念の下に、創薬、医療技術の向上を支援し、人類を苦痛から解放する使命を掲げており

ます。 

昨今、世の中が SDGs や ESG に注力し始めるかなり以前から、社会的な活動や、公益性の高い活

動に真剣に取り組んでおります。 

そのいくつかを紹介申し上げますと、2004 年には厚生年金基金が運営しておりましたグリーンピ

ア指宿を取得し、メディポリス事業を開始しました。ここではがん患者の優先治療のサポートをし

ており、これまでに 4,500 人以上の患者様の治療を行い、人々のウェルビーイング実現のお手伝い

をしております。 

また 24 時間安定して発電が可能である、再生可能エネルギーのベース電源として注目されていま

す、地熱発電事業を展開し、メディポリス事業の収益に貢献しております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

7 
 

このほか、こども園の経営をサポート、ブータン王国の名誉総領事館の運営など、多方面において

当社の SDGs や ESG にかかわる取り組みを見える化しまして、ステークホルダーの皆様にご理解

していただきたいと思います。併せて、それが今後の企業価値向上に必須であると考えておりま

す。 

加えて、今年 6 月には IR 広報統括部門を新設し、情報開示の充実に向けた活動を開始しました。

さらに 8 月には取締役会の諮問機関として、SDGs 委員会を設置し、社内取締役でもある戸谷圭子

氏を委員長として、活発な議論を行い、サステナビリティレポートを発表しました。こうした情報

は、ウェブサイト上の専用ページに公開しております。 

引き続き、当社は SDGs/ESG の取り組みにおいて、業界のリーディングカンパニーとして、さら

なる企業価値の向上を実現するべく、取り組んでまいりたいと思います。 

以上、上半期の総括をさせていただきました。ありがとうございました。 

岩田：永田社長、説明ありがとうございました。では二反田専務、決算の数値について説明をよろ

しくお願いします。 
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二反田：CFO の二反田でございます。私からは決算についてご説明させていただきます。 

資料は 6 ページになります。上半期決算ハイライトでございます。 

売上高は 79.6 億円となり、前年同期比で 9.5 億円の増収。営業利益は 19.6 億円となり、前年同期

比で 8 億円の増益。経常利益は 25.2 億円となり、前年同期比で 12.2 億円の増益となっておりま

す。 

また 4 月に公表させていただきました、中国子会社の合弁事業化による特別利益を 13.6 億円計上

いたしましたことから、当期純利益は 35 億円となり、前年同期比で 23.6 億円の増益となりまし

た。 

営業利益、経常利益、当期純利益ともに、上半期決算において過去最高利益となりました。 

 

資料をお送りいただきまして、7 ページになります。上半期決算、経常利益のセグメント別の状況

でございます。経常利益は前年同期比で 12.2 億円増益となっております。 
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そのうち CRO 事業の前臨床事業においては、売上高が 9 億円増収したことに加えて、好調な受注

状況と豊富な受注残高を背景に、施設稼働が高まり、売上高、総利益率が改善しており、前臨床事

業で前年同期比でプラス 8.4 億円の寄与となっております。 

また為替差損益について、当社は子会社への外貨建貸付金等の円建評価差損益を計上いたします

が、前年度ドル円レートが 3 円 3 銭、円高に進みましたことから、前年度においては 2.6 億円の評

価差損を計上しております。一方で当年度は 1 円 24 銭円安が進みましたことから、当年度 1.5 億

円の評価差益を計上しております。結果、これらの差であるプラス 4.1 億円の、前年同期比での経

常利益への影響となっております。 

またトランスレーショナルリサーチ事業やメディポリス事業等も、おおむね前期水準で推移いたし

ましたことから、経常利益として全体で 12.2 億円の増益となりました。 

 

続きまして、9 ページ。10 月 21 日に公表させていただいております、通期の業績予想の修正につ

いてご説明させていただきます。 
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売上高は当初予想に比べて 14.1 億円のプラス、174 億円。営業利益は 12.5 億円増の 38 億円。経

常利益は 14 億円増の 46 億円。当期純利益については 10 億円増の 49 億円に、見通しを修正いた

しております。 

 

その内訳、10 ページでございます。セグメント別の内訳でございます。 

前臨床事業において、受注残高の状況およびその試験のスケジュールを踏まえまして、売上高につ

いて当初予想比でプラス 14.5 億円の増収を見込んでおります。受注残高の状況から、試験の稼働

状況も安定して推移することが見込まれることから、利益につきましては当初予想比でプラス

13.5 億円の増益を見込んでおります。 

またトランスレーショナルリサーチ事業につきましては、下半期に臨床試験の実施を計画してお

り、その他、全社的には今後の事業展開、および前臨床事業の受注稼働体制の強化に向けた、人材

の獲得等のコーポレート経費を下半期に見込んでおります。 

これらの経費の発生時期の影響で、下半期の営業利益率は上半期に比べて、一時的に低下する見込

みでありますが、通期での業績は営業利益、経常利益、当期純利益ともに過去最高利益となる見通

しです。 
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なお、子会社貸付金等の為替評価差損益に影響いたします期末の想定為替レートは、上期末の実績

レートであります 1 ドル 111 円 95 銭を前提といたしております。 

以上、上半期決算ならびに通期業績の見通しにつき、ご説明申し上げました。 

岩田：二反田専務、説明ありがとうございました。では角﨑専務、前臨床事業のご説明、よろしく

お願いします。 

角﨑：皆さん、こんにちは。専務の角﨑でございます。私からは、担当しております前臨床事業の

概況につきまして説明申し上げます。 

永田および二反田が説明しましたように、CRO 事業につきましては、当第 2 四半期累計期間は好

調に推移いたしました。 

当社の前臨床事業 CRO 事業の収益は、まず顧客である製薬企業、バイオベンチャー等から試験を

受注するところから始まります。試験とは医薬品開発において、当局が要求する必須の実験の単位

ともいえます。当社はこの上半期において、900 を超える試験を受注しました。 

受注した試験は試験計画書に基づき、種々の実験が実施され、得られたデータを科学的に考察し、

治験ごとに報告書が作成されます。この報告書が顧客に提出された時点で、売上高として認証され

ます。すなわち、収益は顧客との受注成立が起点といえます。 

したがいまして以下 2 枚のスライドは、当上半期におけます受注状況について説明申し上げます。 
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それでは 12 ページをご覧ください。本スライドは本年上半期を含みます、過去 5 年間の受注動向

を示しております。 

水色の棒グラフが上半期の受注高を、灰色の棒グラフが下半期の受注高。赤色の折れ線グラフは期

末受注残高を示しており、本年上半期は 110.7 億円と過去最高の受注を獲得し、昨年同期対比

35.3 億円、47%の伸長となりました。昨年度通期の受注額は 152 億円でしたので、本年上半期実

績は昨年度通期受注の 70%を既に超えております。 

この受注高の大幅伸長には、霊長類試験の受注伸長が大きく寄与しております。霊長類試験の伸長

には、特に長期試験を含む、単価の高い試験を取り込んだことが大きな要因となっております。 

なお赤色の折れ線グラフで示しておりますが、将来の売上高の源となります受注残高も、本年上半

期の期末時点で 170 億円を超え、こちらも過去最高額となっております。 
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13 ページをご覧ください。本スライドは本年上半期を含みます、過去 5 年間の海外顧客からの受

注動向を示しております。 

水色の棒グラフが上半期の受注高を、灰色の棒グラフが下半期の受注高を、赤色の折れ線グラフは

総受注高に対する海外受注高比率を示しております。 

本年上半期の海外受注高は 25.5 億円と、過去最高となり、昨年同期対比 13 億円の伸長で、約 2 倍

の受注高となりました。昨年の通期の海外受注高は 31.3 億円でしたので、本年上半期実績は昨年

度通期受注高の 80%を既に超えております。 

赤色の折れ線グラフに示しますように、本年上半期は総受注高が約 1.5 倍になったにもかかわら

ず、それ以上に海外受注高が伸長したことにより、海外受注高の比率は 23.5%と昨年対比 3 ポイン

ト上昇しました。 

市場における医薬品の研究開発費の増大は、日本国内市場よりも海外市場のほうが顕著であります

ことから、今後も引き続き、海外顧客からの受注が成長のドライバーとの認識で活動してまいりま

す。 
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14 ページをご覧ください。さて、本年上半期の受注高の伸長は、当初の霊長類試験の引合いが増

加していることに大きく起因していると、先のスライドで説明申し上げました。本スライドでは当

社の霊長類試験の優位性、主にその動物のサプライチェーンに関して説明申し上げます。 

当社では 1990 年代から医用研究実験動物、霊長類のサプライチェーンを構築しておりました。す

なわち、自社グループ内での繁殖・育成・供給・試験投入をコントロールする体制のことでござい

ます。これは当社が世界で初めて独自に構築したビジネスモデルでございまして、霊長類を適時安

定的に供給し、顧客へ時間的価値を提供するものであり、一方で新型コロナ発生から続く世界的な

霊長類供給不足は、未だ解決しておりません。 

その背景には、一つには多様な創薬モダリティ開発が世界的に活発化していること、二つには主要

供給国である中国からの、輸出停止措置が継続していることが挙げられます。しかしながら当社は

確立していたサプライチェーンによりまして、全くこの期間、悪影響を受けませんでした。 

われわれは今後とも、さらなるサプライチェーンの強化を図ってまいります。その中にはカンボジ

ア、日本国内、中国でのジョイントベンチャー事業の拡張・拡大も含まれます。 
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前臨床 CRO 事業は、今後も今まで重視してきた品質第一に加えて、顧客に時間的価値を提供する

ことに注力し、ダントツの CRO として顧客の第 1 選択となれますように、グローバル視点で取り

組んでまいります。 

以上、前臨床 CRO 事業の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

岩田：角﨑専務、説明ありがとうございました。では高梨副社長、前臨床事業以外の事業につい

て、説明よろしくお願いします。 

 

高梨：代表取締役副社長の高梨でございます。私からは臨床事業、トランスレーショナルリサーチ

事業、メディポリス事業の概況につきましてご説明いたします。16 ページをご覧ください。 

臨床事業につきましては、パンデミックという世界的な課題に取り組む中、ドラッグラグを克服し

つつ、コストを改善していくグローバル治験の重要性が高まっています。 

当社のグローバルパートナーである PPD グループとの合弁企業として運営しております、新日本

科学 PPD におきましても、こうした世界的な潮流に乗って成長し続ける PPD グループのネットワ

ークと、日本的経営の要素を取り入れた人材マネジメントをうまく調和させることで、サービスの
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品質を保ちつつ、事業規模を順調に拡大しております。これにより、当社が受け取る持分法による

投資利益も堅調に推移しております。 

 

次に、トランスレーショナルリサーチ事業についてご説明させていただきます。17 ページをご覧

ください。 

トランスレーショナルリサーチ事業につきましては、当社の独自技術である、経鼻投与基盤技術を

用いた事業展開を図っております。全身作用のための経鼻吸収剤の開発につきましては、これまで

に培った数百症例の臨床実績に基づき、片頭痛治療薬を Satsuma Pharmaceuticals 社に導出し、

さらに独自の開発品として神経変性疾患レスキュー薬の開発を、子会社の SNLD 社を通して進め

ております。予定どおり、今年度内に臨床フェーズ 1 試験を開始することになっております。 

また脳移行のための Nose-to-Brain 送達技術の開発につきましても、候補医薬の探索を継続してお

ります。さらにコロナウイルスの等の、新興感染症対策に対する治療ニーズの高まりを受け、粘膜

免疫のための経鼻ワクチン開発にも取り組んでおります。 
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18 ページをご覧ください。トランスレーショナルリサーチ事業関連の重要投資先といたしまして

は、先ほど触れました Satsuma Pharmaceuticals 社が米国ナスダックへの上場を経て、片頭痛治

療薬の臨床フェーズ 3 試験を米国にて実施しており、来年末には NDA 申請を予定しております。

当社としては創業株主であるとともに、ライセンス元として収益を期待しております。 

また同じく当社が創業株主として設立し、米国ナスダック市場への上場を経て核酸医薬品の開発を

行っている、Wave Life Sciences 社におきましては、最新の立体制御合成技術を用いた三つのプ

ログラムが、今年臨床入りしております。加えて、独自のゲノム編集技術を生かした開発プログラ

ムも進行中となっております。 
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19 ページをご覧ください。さらにトランスレーショナルリサーチ事業の一環として、子会社の

Gemseki 社を通じたライセンス仲介事業を展開するとともに、昨年設立した Gemseki 投資事業有

限責任組合によるファンド事業を推進していきます。 

今後とも創薬支援というミッションの下、国内外のクライアントのさらなる成長と成功にコミット

した、ライフサイエンス事業の開発パートナーとして、活動してまいります。 
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次にメディポリス事業のうち、ホスピタリティ事業についてご説明させていただきます。20 ペー

ジをご覧ください。 

メディポリス事業につきましては冒頭、永田より当社の企業価値向上に向けた取り組みについて触

れさせていただきましたように、人々のウェルビーイングという観点から、ホスピタリティ事業を

推進しております。 

この中では全身的な健康の実現をメインコンセプトとし、ヒーリングリゾート別邸天降る丘、リト

リートリゾート指宿ベイヒルズ、メディカルリゾート HOTEL フリージアという三つの異なるタイ

プの宿泊業を行っております。 
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21 ページをご覧ください。またサステナブル・ディベロップメント・カンパニーとして、SDGs

達成に向けた貢献を掲げ、資源の枯渇化が心配されているシラスウナギの人工種苗生産研究に、継

続的に取り組んでいるほか、世界的な潮流となっております脱炭素社会実現に向け、再生エネルギ

ーである地熱発電事業を推進しております。 

地熱発電は CO2 排出がほぼゼロで、安定的な発電が可能なベースロード電源の一つであるととも

に、日本が世界第 3 位の資源量を保有するエネルギーである特徴があります。 

当社は 2015 年より 1,500 キロワット級のバイナリー型地熱発電所を運営しており、高い設備利用

率を維持して、当社の年間使用電力量の約 55%にあたる 966 万キロワットアワーの売電量を実現

しながら、安定的な収益を計上しております。 

今後、温泉泉源を活用した地熱発電や、地下からの蒸気、熱水のくみ上げを伴わない新たな地熱、

さらに CO2 貯留技術である CCS に関する共同研究なども進め、政府が目指す 2050 年のカーボン

ニュートラルに先駆け、2030 年カーボンニュートラルの実現に取り組んでまいります。 

以上、臨床事業、トランスレーショナルリサーチ事業、メディポリス事業について説明させていた

だきました。ありがとうございました。 
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岩田：高梨副社長、説明ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

岩田：それでは、質疑応答に移らせていただきます。 

では最初に、みずほ証券のツヅキ様、ご質問をお願いいたします。 

ツヅキ：お世話になっております。ご説明ありがとうございました。みずほ証券のツヅキと申しま

す。 

私からまず 1 点目が、ダントツの CRO を目指されるというところで、足元でのコロナ前と今回の

コロナ禍の状況でのこの CRO の変化と、その変化の中でリードタイムの短縮と単価が明言があっ

たと思うのですが、もし可能であれば定性的、より可能であれば定量的にこのリードタイムの短縮

や単価のところをご教示いただけたら嬉しいなと思います。これが 1 点目、お願いいたします。 

話者：順番にいきましょうか。この質問は角﨑専務、お願いします。 

角﨑：角﨑のほうから回答させていただきます。ご質問ありがとうございます。 

ダントツの CRO を目指すというところは、われわれの一番の特徴でありますところは霊長類試験

でございます。そこの磨きをますますかけるところが、大きな方針となろうかと思います。 

その中で具体的にわれわれが貢献いたしましたのは、リードタイムの短縮と、それから試験単価の

上昇がございます。 

リードタイムの短縮に関しましては、治験の中でも時間がクリティカルなフェーズにあるような医

薬品。例えばわれわれは、多くの新型コロナ関連のワクチン治療薬に従事させていただいておりま

すが、そういったところはリードタイムの短縮が大変重要でございます。 

具体的に何日とか、そういう定量的な数字はここで公表することはできませんけれども、一部の製

薬企業の皆様方にはご評価いただいているところでございます。 

単価に関してでございますけれども、これは必ずしも値上げを起点とした単価上昇という意味では

ございませんで、当社で受注する試験は大変種類が多うございます。小さなものは数十万円、大き

なものは数億円規模の試験にまで、大きなバラエティがございます。 

この上半期に関しましては、治験の受注数、数で申しますと 10%前後の伸長ではございますけれ

ども、受注高に関しましては、長期試験等々の単価の高い試験が集中的に受注できたことによりま

して、今回のような結果を生んだと判断しております。以上でございます。 
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話者：ツヅキさん、よろしいでしょうか。1 問目は。 

ツヅキ：承知しました。続いて 2 点目です。今期の 2Q の足元の数字。2Q の単独で考えますと、

今回の通期予想は、率直な話ちょっと保守的ではないかなと思っております。 

例えばこれが季節要因のような関係で、3Q、4Q 落ち込むのであれば、落ち込むのが条件であれば

それは納得なのですが、そういう要件でなければ保守的なのかなというところがあるのと。 

もう一つサルの、霊長類の CRO のところで、今後受注高がどんどん大きくなっていく中で、何が

律速になっていくかをご教示いただきたいなと思っていて。そこが、サルというところが律速にな

るのか、サルの試験に充てる人、スタッフが問題になるのか。その辺のところを少しご示唆いただ

けたら幸いです。 

話者：まず 2Q の実績とそれから通期の見通しのところのご質問については、二反田のほうからご

説明させていただきます。 

二反田：2Q と比べた下半期の見通しについては、先ほど少し出てまいりましたが、トランスレー

ショナルリサーチ事業のところでの臨床試験を下期に実施する予定にしておりまして、それらの開

発費が上半期、ないしは第 2 四半期と比べて下半期に発生すること。 

それから原価、高稼働の状況にありますこと、それから将来の事業展開に向けて、人材の獲得を下

期に強化して行おうと考えておりますので、これらの経費が下半期に集中的に出てくるところが営

業利益の上半期と、それから下半期のところのご指摘のギャップになるかと考えております。以上

でございます。 

話者：それでは、後段部分のご質問に関しましては、角﨑のほうから回答させていただきます。 

角﨑：好調に推移した霊長類試験の今後、受注するにあたって律速は何が考えられるかというご質

問だったかと存じ上げます。 

大きく要因、ご指摘のとおりでございまして、霊長類そのものの調達。それと実験、試験を行う

人、スタッフの充実。それとわれわれはもう一つ、それを実施する施設といった 3 点が大きな律速

要因になるかと存じます。 

まず霊長類の調達に関しましては、先ほどのスライドで申し上げましたように、当社の確立してい

るサプライチェーンの強化といったところで現在、対応を行っているところでございます。人に関

しましては今、二反田のほうからもご説明申し上げましたが、こういう好調な受注の傾向に即しま

すように、スタッフの強化を現在進行形で行っているところでございます。 
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最後に施設ですけれども、これはハードウェアということもございまして、現在、10 億円規模の

投資をさせていただいて、この強化を図っているかたちに推移してございます。以上、回答申し上

げました。 

話者：ツヅキさん、よろしいでしょうか。このお答えで。 

ツヅキ：はい、承知いたしました。もう 1 点だけ、トランスレーショナルリサーチ事業のところで

なんですけれども、Satsuma 社と Wave 社のところで臨床試験、今走っていると思います。今後

の結果のタイムラインなどの、スケジュールを少し教えていただけたら嬉しいのですが。最後、こ

の 1 点をお願いいたします。 

話者：この質問に関しては、副社長の高梨からお答えいたします。 

高梨：Satsuma 社につきましては現在走っています、STS101 という片頭痛薬のフェーズ 3 試

験。先ほどもお話しさせていただきましたように、来年の半ばにこの試験を終了し、来年末までに

NDA 申請というのが現時点での予定となっております。 

一方、Wave 社の臨床試験は、実は今年始まったということで、フェーズ 1a、フェーズ 1b 試験と

いうことなんですけれども、これはまだ希少性疾患ということで、人を集めてグローバル試験でや

っておりますけれども、まだ来年いっぱいはこの試験を進めていくのに時間がかかるだろうという

ことで、直近ですぐに結果が発表できる状況にはない。そんな状況です。よろしいでしょうか。 

ツヅキ：よく分かりました。ありがとうございます。 

岩田：では次のご質問です。ジェフリーズ証券のスティーブンさん、よろしくお願いします。 

バーカー：よろしくお願いします。ジェフリーズ証券のスティーブン・バーカーです。2 問ほどお

伺いしたいです。 

まず先ほど 13 ページによると、海外受注高、残高、比率が年々高まっていて、海外での[音声不明

瞭]医薬品、研究費を考えると、海外からの受注、まだまだその比率が高まる余地があると思うの

ですが。この辺はいかがでしょうか。 

そして 2 問目が、この高まっている需要に対応するために、先ほど 10 億円を投資するという話が

出てきたんですけれども、投資すれば対応できるのか。それともこの成長を続けていくのは、ほか

にボトルネックが何かあるかどうかを教えてください。よろしくお願いします。 

話者：この質問、二つとも角﨑のほうから回答させていただきます。 
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角﨑：まず海外顧客からの受注高の伸長でございますけれども、まさしくおっしゃられたとおりで

ございまして、例えば日本国内と、一番大きな市場でございます米国の市場規模を比べると、約

10 倍違うことが一般的に言われております。 

当社といたしましても、やはり 10 倍規模の市場の、アメリカを中心とするような市場からのお仕

事を受注していくところが大きなグローバル戦略の一つとなっております。 

営業の海外のほうでも、われわれを経験したお客様が、口コミでわれわれのことを評判を高めてい

ただいているのが現況でございまして、このような結果、順調な伸長を示しているとわれわれは判

断しています。 

2 番目の投資の件でございますけれども、おっしゃられますように 10 億円規模の投資を今、まさ

しくやっている最中でございます。先ほど申し上げた大きく三つの要素がございますけれども、そ

の中でもやはり人の要素が一番大きいと思っておりまして。 

こちらは計画的な新卒の採用、それから一部、弱いところが見えているところは中途採用での採用

を現在、活発化させておりまして。このような計画的な人材育成、これも一つの当社の大きな特徴

となっていると認識しております。 

以上、回答申し上げました。 

話者：スティーブンさん、よろしいですか。 

バーカー：はい。ありがとうございました。 

岩田：ありがとうございました。では次のご質問は、日経 BP 社、サトウさん。よろしくお願いし

ます。 

サトウ：日経バイオテクのサトウと申します。1 点、伺いたいことがございます。 

Gemseki 事業で行われているファンドについてです。これは 2020 年 8 月に設立されたとのこと

で、既に投資を行っている企業があるのか。あとこのファンドで何社ほどに投資予定で、各社に大

体何億円ほど投資する予定なのかを、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。 

話者：この質問は副社長の高梨からお伝えします。 

高梨：高梨からご説明します。昨年ファンドを創設しましたけれども、実際に投資活動が始まった

のは今年からでございます。既に数社に対して投資を行っている状況ですけれども、規模が 11 億
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円ということで、1 社当たりの金額、そんなに大きな金額ではない投資をしていくということでご

ざいます。 

この辺、詳細に関しましてはファンドの方針等、相手先のこともございますので、それ以上の詳細

については、ご説明することは控えさせていただければと思います。 

話者：サトウさん、よろしいでしょうか。 

サトウ：はい。ありがとうございました。 

話者：ありがとうございました。 

岩田：では次に、野村證券のマツバラさん。よろしくお願いします。 

マツバラ：野村證券のマツバラと申します。ありがとうございます。 

私は CRO 事業についてなのですが、現在の動物施設の管理体制、さらに現在の稼働率。コロナワ

クチンの治療薬の案件比率などをご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

角﨑：ありがとうございます。担当の角﨑より、回答させていただきます。 

まず稼働率ですけれども、一般的に、われわれの CRO 業界は試験室の稼働率が重要なファクター

だと認識しておりまして、当社もそういったところはコントロールしているところであります。 

当然のことながら受注高が好調でございますので、相応に試験室は高稼働の状態が続いておりま

す。しかしながら 100%で推移しているわけではございませんで、まだ若干の余裕があるところで

ございます。 

先ほどもご紹介いたしましたように、さらなる顧客ニーズの好調さも感触として得ておりますの

で、先ほど申し上げたような 10 億円規模の投資をして、そこの稼働状況の緩和と申しますか、も

っと受け入れる体制を整えているところが、現在の状況でございます。 

コロナ関連のお仕事ですけれども、詳細は相手先さんがいらっしゃいますのでディスクローズはで

きないのですけれども、プロジェクトとしては 2 桁ぐらいのプロジェクトを受注している状況でご

ざいます。以上でございます。 

話者：マツバラさん、よろしいでしょうか。 

マツバラ：ありがとうございます。追加で、先ほどの 10 億円の投資を行うことによって設備が増

えていくと思うのですが、投資によって今の約何倍ぐらいに案件が獲得できるかは、これはどうで

しょうか。 
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角﨑：今回の投資 10 億円規模で行っている最中でございますけれども、おおよそ 2 割、3 割程度

のキャパシティ増に貢献するものと見込んでいます。以上でございます。 

マツバラ：よく分かりました、ありがとうございます。私からは以上です。 

話者：マツバラさん、ありがとうございました。 

岩田：追加でジェフリーズ証券のスティーブンさん、もう 1 回よろしくお願いします。 

バーカー：ありがとうございます。PL をセグメント別に、利益についてお伺いです。トランスレ

ーショナルリサーチ部門が赤字、去年も今年の上期も 3 億円ぐらい。研究ばかりをやっている事業

なのでそれは妥当と思うんですけれども、これからも同じぐらいの 3 億円の赤字、半年で継続する

のか。それとも行っている治験の数などによると、大幅拡大する可能性もあるのか。そこら辺を教

えてください。 

永田：社長の永田から、回答申し上げます。 

ここでやっております経鼻投与の開発は、実は 1998 年から 20 年ぐらいかけてやっておりまし

て、これまで基礎研究、フェーズ 1、フェーズ 2 という試験を米国において主にやってきました。 

その後、Satsuma Pharmaceuticals 社をサンフランシスコに設立して、この戦略はこの会社にわ

れわれの特許を導出して、そこで増資をかけて約 270 億円の資金を獲得しました。それで開発を

実施しております。 

このように自社で開発、経費とかお金を出さなくて、子会社を上場させて資金を獲得するやり方を

戦略としてやってきていたわけですが、この資料にもございますように、その場合にわれわれの持

株比率が 1 割を割るか、それ前後にしかならないということで、もう少しこの比率を高めたいのが

私の方針でございます。 

それにはある程度のレベルまで、すなわちフェーズ 1、あるいはアーリーフェーズ 2、プルーフオ

ブコンセプトまで社内でやって、その後、なんらかのかたちで社外からの資金を獲得するやり方の

ほうが、持株比率を保持できるんじゃなかろうかということで。今、フェーズ 1 の治験を実施する

ところでございます。 

今後、フェーズ 1 またはアーリーフェーズ 2 が終わった段階で、これまでの Satsuma 

Pharmaceuticals 社と同じような資金の獲得に入っていきますので、それ以降は当社から PL に影

響することはないと思います。 
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その時期としましては、おそらく再来期までは社内で、それ以降が投資家からの資金調達というか

たちになるんじゃないかなと。それまでにどのくらいのお金が必要かと言うと、今と同じようなレ

ベルの資金がこの 2 年続くとお考えいただければ結構かと存じます。よろしいでしょうか。 

バーカー：了解いたしました。どうもありがとうございます。 

岩田：ありがとうございました。ではもう 1 人、追加で質問があります。みずほ証券のツヅキ様、

どうぞ。 

ツヅキ：ありがとうございます。最後 2 点だけ、お願いします。 

CRO 事業の中で、季節要因があるかどうかを少し教えていただきたいところと、この CRO 事業の

中で霊長類もやられていると思いますが、マウスなどもやられていると思いますので、もし分かれ

ば構成率と。ここは難しければ、例えばこの数年の中での、動物試験の種類における構成の変化な

どを、少しご教示いただけたらばと思います。この 2 点を最後、お願いいたします。 

角﨑：では、担当の角﨑のほうから回答させていただきます。 

まず季節要因でございますけれども、以前は期末に売上高が集中するという傾向がございました

が、ここ近年はさほど大きな目立つような、季節性の変動はないように認識しております。 

それも一部、予算消化等々で製薬企業さんが期末に駆け込んでまいられることはございますけれど

も、それが大勢に影響を与えるような程度ではないと認識いただければと思います。 

2 点目のポイントですけれども、おっしゃられますように、われわれ霊長類試験以外も受注してお

ります。市場ではフルサービスを提供する CRO ということで、少なくとも日本国内では認知され

ておりますので、全ての非臨床ラインナップを提供できるところが、社内のリソースとしてござい

ます。 

その中で霊長類試験の大きな構成要因は、おおよそ半分から半分を超える程度とご認識いただけれ

ば結構かと思います。この傾向は当社の霊長類試験が特徴だというところがありますので、大きく

は変化しておりませんが、近年、先ほど申し上げましたように長期試験等々、あるいは創薬モダリ

ティの変化によりまして、霊長類試験が要求されるケースが増えていること。こういった背景を踏

まえまして、大勢で言いますと伸長している。徐々に増大している、増加しているという傾向かと

分析しております。以上、回答申し上げました。 

話者：ツヅキさん、よろしいですか。 

ツヅキ：はい。ありがとうございました。 
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岩田：ではご質問も一段落したようでございますので、これをもちまして質疑応答時間を終了させ

ていただきます。 

最後に司会の私からお願いですけれども、ぜひ当社のウェブサイト、トップ画面をチェックいただ

きまして、この ESG 関連の専用のページとか IR グループ、この辺をぜひご覧ください。よろしく

お願いします。 

では以上をもちまして、新日本科学の 2022 年 3 月期第 2 四半期の決算説明会を終了させていただ

きます。本日はお忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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