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タカラバイオ株式会社

代表取締役社長

会社説明会

代表取締役社長

仲尾 功一

2011年12月8日

東証マザーズ 4974

会社概要

設立： 2002年4月1日

資本金： 90億68百万円
（2011年9月末現在）

グループ従業員数： 1,127名
（2011年9月末現在）

住所： 滋賀県大津市瀬田三丁目４番１号

＜沿革＞

•

寳酒造株式会社（現、宝ホールディングス株式会社）のバイオ事業としてスタート

2002年4月、会社分割によりタカラバイオ株式会社を設立

2004年12月、東証マザーズに上場

会社説明会 2December 8, 2011
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バイオテクノロジーの国内市場規模

品目 市場規模

遺伝子組換え作物（輸入） 約4 800億円遺伝子組換え作物（輸入） 約4,800億円

タンパク質医薬 約4,400億円

抗体医薬 約2,700億円

洗剤（遺伝子組換え酵素） 約2,200億円

診断薬 約1,200億円

•

診断薬 約1,200億円

・・・ ・・・

合計 約2兆4,000億円
日経バイオ年鑑2011より抜粋
（発酵、醸造等の食品は含まれていない）

会社説明会 3December 8, 2011

分社化前の宝酒造で
9年連続、
タカラバイオとして

バイオ企業番付（2011年）

タカラバイオとして
更に9年連続で
横綱に選出

•

日経バイオテク
2011.1.31号より （全496社）

4December 8, 2011会社説明会
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バイオ事業の出発点

1967年、宝酒造㈱中央研究所（京都市）を開設
1970年、滋賀県大津市へ移転

•

1970年宝酒造中央研究所

2011年タカラバイオ本社

5December 8, 2011会社説明会

グローバル展開

宝日医生物技術
Takara Korea Biomedical Inc.

Takara Bio Europe S.A.S.
宝生物工程（大連）有限公司

(Mountain View, CA)

(Madison, WI)

（北京）有限公司

(Paris)

(Seoul)

瑞穂農林株式会社

(New Delhi)

タカラバイオ株式会社

Clontech Laboratories, Inc.

•

瑞穂農林株式会社

有限会社タカラバイオファーミングセンター

株式会社きのこセンター金武DSS Takara Bio India Pvt. Ltd.

6December 8, 2011会社説明会
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ビジネス基本戦略

遺伝子医療

将来の成長事業

遺伝子治療

細胞医療

受託サービス

理化学機器
健康食品

遺伝子工学研究

安定収益事業 バイオテクノロジーの研究開発の
トップランナーを続けながら

収益事業の領域を拡大

遺伝子治療

•

医食品バイオ

研究用試薬

キノコ

健康食品

第2の収益事業化

遺伝子工学技術遺伝子工学技術
細胞生物学技術細胞生物学技術

7December 8, 2011会社説明会
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12/03期 通期業績 修正見込（連結）

売上高内訳 12/03期

（単位：百万円）

12/03期 前期比

売 上 高 19 600 +862

（単位：百万円）

研 究 用 試 薬 11,587

理 化 学 機 器 2,590
受 託 1,815
そ の 他 304

遺 伝 子 工 学 研 究 16,298

遺 伝 子 医 療 832

売 上 高 19,600 +862

売 上 原 価 9,029 +170

売 上 総 利 益 10,570 +691

販 売 費 及 び
一 般 管 理 費

9,269 +488

営 業 利 益 1,300 +203

•

遺 伝 子 医 療 832
健 康 食 品 そ の 他 616
キ ノ コ 1,852
医 食 品 バ イ オ 2,469
売 上 高 合 計 19,600

,

経 常 利 益 1,500 +224

当 期 純 利 益 800 +194

研 究 開 発 費 2,914 +221

9December 8, 2011会社説明会

営業損益（単位：百万円）

12/03期 通期修正見込 セグメント情報（連結）
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•

単位（百万円）

遺伝子工学研究 遺伝子医療 医食品バイオ 共通 計

研究開発費 939 1,522 257 195 2,914

R&D前期比 +138 +84 ▲35 +34 +221

▲ 1,333
‐2,000

遺伝子工学研究 遺伝子医療 医食品バイオ

10December 8, 2011会社説明会
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ビジネス基本戦略

遺伝子医療

将来の成長事業

クロンテック事業

リアルタイムPCR

ゲノム解析

iPS細胞

遺伝子工学研究

安定収益事業

•

医食品バイオ

制限酵素

PCR
理化学機器

ゲノム解析

第2の収益事業化

遺伝子工学技術遺伝子工学技術
細胞生物学技術細胞生物学技術

11December 8, 2011会社説明会

遺伝子工学研究事業

○1970年代、バイオテクノロジーの黎明期
遺伝子組換え技術を用いた遺伝子工学研究が活発化

○1979年、遺伝子工学研究に必須な
国産初の制限酵素（7品目）を発売

遺伝子工学研究事業の開始

• 12December 8, 2011会社説明会

現在、アイテム数合計6,800
・タカラバイオ製品 約4,100
・クロンテック製品 約2,700
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遺伝子工学研究事業の製品・サービス

１．遺伝子を増幅するための酵素などの研究用試薬
（1品目：数千円～数十万円）

２ 遺伝子を増幅・検出する装置や質量分析装置２．遺伝子を増幅・検出する装置や質量分析装置
（1台：数百万円から数千万円）

３．研究者（顧客）からサンプルを預かり、
遺伝子解析等の実験を有償で行い、
得られたデータを納品する受託サービス
（１サービス：数十万円～数百万円～数千万円）

•

研究用試薬 リアルタイムPCR装置 高速シーケンサー

13December 8, 2011会社説明会
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※遺伝子工学、酵素、微生物培養、酵素を使用した
測定法等に関する国際特許分類（C12N、C12Q）
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14December 8, 2011会社説明会
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遺伝子工学研究事業の強み

１．TaKaRaのアジアにおけるブランド力、

Clontechの欧米におけるブランド力Clontechの欧米におけるブランド力

２．TaKaRa、Clontechブランド製品の

豊富なラインナップ

３．価格競争力

（研究用試薬の中国での製造）

•

４．新製品・サービスの開発力

（日米中R&D3極体制）

５．全世界での販売網

15December 8, 2011会社説明会

ビジネス基本戦略

遺伝子医療

ウイルスベクタ

TCR

HSV-TK
将来の成長事業

HF10

MazF

ウイルスベクター

レトロネクチン®
がん免疫細胞療法

リンパ球拡大培養法

遺伝子工学研究

安定収益事業

•

医食品バイオ 第2の収益事業化

遺伝子工学技術遺伝子工学技術
細胞生物学技術細胞生物学技術

16December 8, 2011会社説明会
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遺伝子医療事業

○1995年、血球系幹細胞に高効率に遺伝子導入

する技術を開発（レトロネクチン法）

○2001年、伊国モルメド社に、レトロネクチン

法を非独占的にライセンスアウト

遺伝子医療事業の開始

○2003年、モルメド社から白血病を対象とした

•

レトロネクチン®

HSV-TK遺伝子治療技術のライセンスを取得

遺伝子治療の自社開発の開始

17December 8, 2011会社説明会

遺伝子医療分野のコアテクノロジー

体外遺伝子治療において、血球系細胞にレトロウイルスベクターを用い

レトロネクチン法

て遺伝子導入する際に、レトロネクチン®をコートした培養容器を用いる
ことで、高効率に遺伝子導入が可能

レトロネクチン拡大培養法

がん免疫細胞療法において リンパ球の拡大培養の際に レトロネクチン®

300例以上の実績がある世界のスタンダード技術

•

がん免疫細胞療法において、リンパ球の拡大培養の際に、レトロネクチン®

を用いることで、高効率に増殖し、かつより多くのナイーブT細胞が得ら
れる

京都府立医大でがん免疫細胞療法の臨床研究（安全性）実施
有償治療を2010年5月に開始

18December 8, 2011会社説明会
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体外遺伝子治療

採取輸注

体外遺伝子治療 患者から採取した細胞に、治療に役立つ遺伝子を導入し、
細胞を増殖させた上で、患者に戻す治療法

採取輸注

•

選択/濃縮細胞加工

治療用遺伝子

レトロネクチン法

増殖、活性化、遺伝子導入 目的の細胞を選別

19December 8, 2011会社説明会

（高効率遺伝子導入法）

遺伝子治療の開発パイプライン

対象疾患 提携先

再発白血病 国立がん研究センター

HSV-TK遺伝子治療

再発白血病 国立がん研究センター

造血器悪性腫瘍 国立がん研究センター

HF10（がん治療薬） 固形癌 ピッツバーグ大学等

MazF遺伝子治療 HIV ペンシルベニア大学等

•

TCR遺伝子治療 食道がん 三重大学医学部

CAR遺伝子治療 非ホジキンリンパ腫 自治医科大学

20December 8, 2011会社説明会

ピンク色：臨床試験実施中
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前臨床試験
／臨床研究

第Ⅰ相
臨床試験

第Ⅱ相
臨床試験

第Ⅲ相
臨床試験

HSV TK

臨床開発スケジュール

国内・DLI療法 （2012年度終了予定）
HSV-TK
遺伝子治療

HF10

MazF
遺伝子治療

米国 （2012年度終了予定）

国内 DLI療法 （2012年度終了予定）

米国（2011年度開始予定）

国内・臨床研究・ハプロadd-back（2012年度終了予定）

•

TCR
遺伝子治療

CAR
遺伝子治療

国内・第Ⅰ相臨床試験・siMA24（2013年度開始予定）

国内・臨床研究・wtMA24（2012年度終了予定）

国内・（2013年度臨床研究開始予定）

国内・臨床研究・siMA24（2012年度開始予定）

21December 8, 2011会社説明会

細胞医療（がん免疫細胞療法）

採血輸注③増殖・活性化させた

リンパ球を患者に戻す

選択/濃縮

細胞加工

レトロネクチン®

•

レトロネクチン拡大培養法

効率よくリンパ球を増殖させる。特にナイーブＴ細胞という
体内での生存期間の長い細胞がよく増える。

IL-2, 抗CD3抗体
①患者の血液より

リンパ球を取得、②リンパ球を体外で、

増殖・活性化

22December 8, 2011会社説明会
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細胞医療事業

がん免疫細胞療法を行う医療機関に
細胞加工技術を有償提供する技術支援

1 がん免疫細胞療法支援サービス事業 2 中国での培地・バッグの販売

中国でのがん免疫細胞療法を行う医療機関
向けのリンパ球培養用の培地・バッグの販売細胞加工技術を有償提供する技術支援

サービス事業

○医聖会 百万遍クリニック（京都市）
○武田病院グループたけだ診療所（京都市）
○藍野病院（茨木市）

400

技術支援サービス売上高（百万円）

向けのリンパ球培養用の培地 バッグの販売

技術支援サービス提供先

宝日医生物技術

（北京）有限公司

400

（百万円） 中国での培地・バッグの売上高

• 23December 8, 2011
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会社説明会

iPS細胞：
2006年に京都大学山中教授が発見した多能性幹細胞
難治性疾患の原因の解明、薬剤の有効性、副作用の研究、

iPS細胞研究における当社の役割

再生医療への応用への期待

iPS細胞誘導因子
を含むベクタ

遺伝子導入

• 24December 8, 2011会社説明会

ヒト体細胞を含むベクター
iPS細胞

当社は、医薬品グレードのベクター製造技術
を保有し、遺伝子導入細胞を利用した治験を
国内で初めて開始した経験・ノウハウを持つ

iPS細胞を用いた
再生医療の支援事業



13

バイオ医薬品臨床開発支援事業

3 バイオ医薬品の臨床開発支援事業

・臨床研究用のベクター等の製造受託の拡大
・バイオ医薬品の安全性試験サービスの拡販バイオ医薬品の安全性試験サ ビスの拡販

（英国Vitrology社と提携）

タカラバイオ株式会社と京都大学iPS細胞研究所とは、臨床試験における使用を目指した

iPS細胞作製用プラスミドベクターの製造供給に関する契約を本年7月29日付で締結しま

臨床試験での使用を目指したiPS細胞作製用プラスミドベクターの製造供給について

2011. 8.30 
News Release

• 25December 8, 2011

した。 （中略）

当社と京都大学iPS細胞研究所は引き続き共同研究を進めるとともに、医薬品医療機器総

合機構と品質に関する相談を経て、当社が臨床試験用のiPS細胞作製用プラスミドベクター

の製造を今年度内に有償で行います。京都大学iPS細胞研究所では、再生医療への応用に向

けて、当該プラスミドベクターを用いて品質の保証されたiPS細胞を作製する計画です。

会社説明会

遺伝子医療事業の強み

１．世界のスタンダード技術となったレトロネクチン法

（300例以上の臨床実績）（300例以上の臨床実績）

２．レトロネクチン拡大培養法

（細胞医療分野で既に事業化）

３．ベクター製造技術

（京都大学iPS細胞研究所へ

•

臨床研究用ベクターを製造供給）

４ ．体外遺伝子治療の治験を日本で唯一行っている

ノウハウ

26December 8, 2011会社説明会
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ビジネス基本戦略

遺伝子医療

将来の成長事業

明日葉「カルコン」

寒天「アガロオリゴ糖」

遺伝子工学研究

安定収益事業

•

医食品バイオ

ハタケシメジ
ブナシメジ ホンシメジ

ガゴメ昆布「フコイダン」

第2の収益事業化

遺伝子工学技術遺伝子工学技術
細胞生物学技術細胞生物学技術

27December 8, 2011会社説明会

医食品バイオ事業

○酵母に性質が似た担子菌（キノコ）の研究開発

を進め、1970年に世界で初めてブナシメジの

大量生産技術を開発大量生産技術を開発

○1973年、JA全農長野に、ブナシメジの大量

生産技術をライセンスアウト

キノコ事業の開始

○1996年、ガゴメ昆布由来のフコイダン

ブナシメジ

•

の有用性を細胞実験で確認。

健康食品「アポイダン-U」を発売

健康食品事業の開始
ガゴメ昆布

28December 8, 2011会社説明会



15

日本古来の食材の機能性を当社のバイオテクノロジーにより解明

サプリメント等の健康食品として提供

健康食品事業

フコイダンサプリ50

ガゴメ昆布「フコイダン」

・免疫活性化応用研究

・抗インフルエンザ作用

の研究

・美容用途（肌・育毛）

の研究

明日葉「カルコン」

抗メタボ作用の応用

研究

寒天「アガロオリゴ糖」

ヤムイモ「ヤムスゲニン®」
・運動機能向上作用の研究

• 29December 8, 2011会社説明会

寒天「アガロオリゴ糖」

・抗炎症作用の応用研究

・抗関節炎、美容用途の

研究

・運動機能向上作用の研究
ボタンボウフウ「イソサミジン」

・血管機能改善作用の研究
きのこ「テルペン」

・抗腫瘍作用の研究

１）ブナシメジの大量生産技術のライセンス事業

２）ブナシメジ、ハタケシメジ、ホンシメジの製造販売

３）新たな高付加価値キノコの大量栽培技術の開発

キノコ事業

３）新たな高付加価値キノコの大量栽培技術の開発

11/03期実績 12/03期修正見込

ハタケシメジ 売上高 672百万円 818百万円

販売量 1,214トン 1,493トン

ホンシメジ 売上高 259百万円 313百万円

• 30December 8, 2011会社説明会

販売量 132トン 151トン

ブナシメジ 売上高 136百万円 137百万円

販売量 260トン 260トン
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医食品バイオ事業の強み

１．キノコの大量生産技術

・ブナシメジの世界初の大量生産技術開発ブナシメジの世界初の大量生産技術開発

・ハタケシメジ・ホンシメジの大量生産技術

２．世界有数のキノコ菌株保有数

３．十数年におよぶ機能性食品素材の研究開発と

蓄積されたエビデンスデータ

•

蓄積された ビデンスデ タ

４ ．宝ヘルスケア社との連携

31December 8, 2011会社説明会

タカラバイオグループの強み

事
業

◇新薬開発における「死の谷」 → 10年以上
収益事業と将来の成長事業を
併せ持つ事業ポートフォリオ

The Valley of Death
「死の谷」

業
損
益

遺伝子工学研究事業による収益
（11/03期営業利益41億円）によ
り、タカラバイオの「死の谷」を克服

遺伝子医療

将来の
成長事業

治療技術の開発

±0

•

基礎研究 開発・ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ 市場投入

遺伝子工学研究 医食品バイオ

【基盤技術】
遺伝子工学技術
細胞工学技術

収益基盤 第２の収益事業化

治療技術の開発

機能性食品・キノコ生産
技術の開発

32December 8, 2011会社説明会

バイオテクノロジーという
技術を売る会社
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将来の見通しに関する注意事項

資料中の当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でな

いものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点において入手可能

な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものですが 重大なリスクや不確な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものですが、重大なリスクや不確

実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づきなされたもの

であります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異なる

結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素に

は、経済情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、競合

会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品および新製品の販売力の低

下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術革新、重大な訴訟に

おける不利な判決等がありますが 業績に影響を与える要素はこれらに限定され

•

お問合せ先：事業開発部
E-mail: bio-ir@takara-bio.co.jp

おける不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要素はこれらに限定され

るものではありません。

33December 8, 2011会社説明会


