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“新しい日常への対応”
新型コロナウイルス感染症拡大に対する取り組み

事業の継続性と医薬品の安定供給の維持

従業員の安全の確保

1. 社会的使命である、医薬品の安定供給・品質管理・安全管理・情報提供を続けるための必
要な活動を継続する

2. 製造供給に関して、原料資材の調達元や製造委託先と緊密に連携をし、感染防止対策の
下で供給リスク管理を徹底する

3. CRO（医薬品開発業務受託機関）と連携し、進行中の臨床試験への影響を最小限に押さ
える取り組みを実施する

4. 営業活動に関しては、各医療機関のルールに従った適切な情報提供及び収集を実施する

1. 毎日の健康管理、感染対策徹底による活動の継続
（出社前の検温、マスク着用、手洗い、アルコール消毒、共用施設の清掃の励行）

2.   リモートワーク実施に向けたセキュリティ強化
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主要マイルストーン（２０２０年～２０２1年）
事業の黒字化＆グローバル化に向けて

2021 1H

□ 液剤RTDの発売とFDの切替え促進

□ BCVのP2のINDをFDAに申請

□ DLBCL適応 (BR＋P-BR)承認・発売

□ 液剤RIの承認申請

□ リゴセルチブ再解析+応用研究開始

□ 月次PLの黒字化

2021 2H
□ DLBCL適応の早期浸透

□ BCVのP2のFPI達成

□ SymBio Pharma USAの稼働開始

□ BCVの国内POC試験の開始

□ リゴセルチブ開発計画策定

□ 年間PLの黒字化

2020

□ 液剤RTD承認取得

□ 自社営業組織 稼働開始

□ 全国流通物流体制の構築

□ DLBCL適応の承認申請完了

□ BCVグローバル開発のCRO決定

□

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ４２億円の資金調達
＋３０億円の銀行融資枠確保

✔

✔

✔

✔

✔

２つのトランスフォーメーション を同時に推進

✔
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２０２１年度 6月単月 前年同期比

業績ハイライト

 6月売上高は、自社販売の成果が表れ、前年同月比298%増の7.06億円

 OPEXは、事業拡大により15.8%増の4.37億円

 6月営業利益は85百万円、月次PLの黒字化を達成

※金額は単位未満を切り捨てて表示しています （単位：百万円）
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業績ハイライト

 売上高は17.2億円、自販による営業生産性、DLBCL承認等により前年比113.3% 増
 OPEXは12.5億円、BCV研究開発費、営業費用の増加等により前年比15.6% 増
 営業利益及び当期利益とも、四半期ベースで黒字化を達成

※金額は単位未満を切り捨てて表示しています （単位：百万円）

２０２１年度 Q２業績 前年同期比

項目
2021年度
Q2実績

2020年度
Q2実績

前年比増減 増減％

売上高 1,726 809 916 113.3%
製品売上 1,726 799 926 116.0%

その他売上 0 10 △ 10 -100.0%
売上原価 461 607 △ 145 -24.0%
売上総利益 1,264 202 1,062 525.5%
販売費及び一般管理費 1,249 1,080 168 15.6%

研究開発費 439 395 43 11.0%
営業利益 15 △ 878 893 -
当期純利益 4 △ 892 896 -
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２０２１年度 Q２ vs Q１の比較

※金額は単位未満を切り捨てて表示しています （単位：百万円）

業績ハイライト

 Q2の売上高は対Q１比で21.5%増の17.3億円、

 Q2はエーザイ市中在庫消化分の売上高のマイナス要因はなく、DLBCL発売による売上増

 販管費は2.4%(２８百万円）の微増
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２０２１年度 １H 損益計算書 前年同期比

（単位：百万円）

業績ハイライト

 売上高は31.5億円、エーザイ市中在庫消化等により予想を下回るが、前年比131%増

 OPEXは24.7億円、BCV研究開発費、自社販売の営業費の増加により前年比13.8%増

 純利益は△2.1億円、前年比16.8億円の改善

※金額は単位未満を切り捨てて表示しています

項目
2021年度
1H実績

2020年度
1H実績

前年比増減 増減％

売上高 3,146 1,360 1,785 131.3%
製品売上 3,146 1,350 1,795 133.0%

その他売上 0 10 △ 10 -100.0%
売上原価 871 1,030 △ 158 -15.4%
売上総利益 2,274 329 1,944 589.5%
販売費及び一般管理費 2,469 2,169 299 13.8%

研究開発費 912 833 78 9.4%
営業利益 △ 194 △ 1,839 1,645 -
当期純利益 △ 205 △ 1,884 1,679 -
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2021年度 １H OPEX 前年同期比14％増

2021年上半期

2,469

2020年上半期

開発費

営業費用

管理費用

2,169

13.8%

増減要因

 BCVの海外治験開始による開発
費の増加

 自社販売の開始による営業費用
の増加

 自社販売体制の営業支援システ
ム関連費等の支出減による管理
費用の減少

（単位：百万円）

797 737

539
820

833

912
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２０２１年度 １H 貸借対照表

（単位：百万円）

業績ハイライト

 資産は7.8億円の減少

 負債は5.8億円の減少、アステラス等仕入代金支払による買掛金の5.3億円減

 純資産は2.1億円減少

※金額は単位未満を切り捨てて表示しています

項目 2021年6月末 2020年12月末 増減
流動資産 5,066 5,815 △ 748

現金及び預金 2,326 3,848 △ 1,521
固定資産 427 459 △ 32
資産合計 5,493 6,274 △ 781
流動負債 1,040 1,615 △ 575
固定負債 2 2 0
純資産（株主資本等） 4,451 4,657 △ 206
負債純資産合計 5,493 6,274 △ 781
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第1部：2021年度中間決算概要

第2部：2021年度通期見通し

第4部：中期経営計画

第3部：事業の進捗状況
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今期の売上高に与える要因（+/-)

マイナス要因プラス要因

 自社営業組織の生産性 ☆☆☆

 DLBCL適応承認前倒し ☆☆☆

 中外製薬(PBR)との協働 ☆☆

 Dxによる営業効率化 ☆

 液剤RTDの発売 ☆

 E社市中在庫の販売（Q1） ★★★

 新型コロナ禍の受診抑制 ★★

 高齢者ワクチン接種の優先 ★★★
（Q2~Q3）
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２０２１年度 ２Hの業績予想

（単位：百万円）※金額は単位未満を切り捨てて表示しています

業績ハイライト

 DLBCL適応症の治療本格化による患者数の伸長をQ3～Q4に見込む

 ワクチン接種を優先した高齢者の治療開始をQ4に見込む

 OPEXについては1H対比で、127%増の31億円を見込む

項目
2021年度
業績見通し

2021年度
1H実績

2021年度
2H見通し

増減％

売上高 9,151 3,146 6,005 190.9%
製品売上 9,151 3,146 6,005 190.9%

その他売上 0 0 0 -
売上原価 2,194 871 1,323 151.9%
売上総利益 6,957 2,274 4,683 205.9%
販売費及び一般管理費 5,596 2,469 3,127 126.7%

研究開発費 2,019 912 1,107 121.3%
営業利益 1,361 △ 194 1,555 -
当期純利益 1,149 △ 205 1,354 -
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2021年度 通期業績予想（2月公表済み）

（単位：百万円）

2021年度 通期業績予想ハイライト

 売上高は91.5億円、自社販売開始、液剤RTD発売、DLBCLの承認・発売による増加を見込む

 売上総利益は69.6億円、自社販売体制による生産性改善、RTDの浸透により前年比702%増

 OPEXは56億円、4.1%増を予想

 営業利益及び純利益は、各々13.6億円及び11.5億円を予想

（単位：百万円）
2021年度
業績見通し

2020年度
実績

前年比増減 増減％

売上高 9,151 2,987 6,163 206.4%
製品売上 9,151 2,977 6,173 207.4%

その他売上 0 10

△

 10 -
売上原価 2,194 2,120 73 3.5%
売上総利益 6,957 866 6,090 702.6%
販売費及び一般管理費 5,596 5,373 222 4.1%

研究開発費 2,019 2,266

△

 247 -10.9%

営業利益 1,361

△

 4,506 5,867 -
当期純利益 1,149

△

 4,090 5,239 -
※金額は単位未満を切り捨てて表示しています


Actual

				P/L		Dec 2016 YTD		Dec 2017 YTD		Difference		項目 コウモク		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		前年比増減 ゼンネン ヒ ゾウゲン		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		2,368,112,521		3,444,206,894		1,076,094,373		売上高 ウリアゲ ダカ		2,368		3,444		1,076		45.4%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		2,137,337,521		3,444,206,894		1,306,869,373		製品売上 セイヒン ウリアゲ		2,137		3,444		1,306		61.1%

				その他売上 タ ウリアゲ		230,775,000		0		△ 230,775,000		その他売上 タ ウリアゲ		230		0		△ 230		-

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,463,919,729		2,412,940,743		949,021,014		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,463		2,412		949		64.8%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		904,192,792		1,031,266,151		127,073,359		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		904		1,031		127		14.1%

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		3,031,242,110		4,978,327,782		1,947,085,672		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		3,031		4,978		1,947		64.2%

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		1,667,098,255		3,017,812,942		1,350,714,687		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		1,667		3,017		1,350		81.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,127,049,318		△ 3,947,061,631		△ 1,820,012,313		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,127		△ 3,947		△ 1,820		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,313,233,729		△ 3,977,862,134		△ 1,664,628,405		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,313		△ 3,977		△ 1,664		-

												Item		2016		2017		Difference		％ diff.

												Sales		2,368		3,444		1,076		45.4%

												Product Sales		2,137		3,444		1,306		61.1%

												Other Revenue		230		0		△ 230		-

												COGS		1,463		2,412		949		64.8%

												Gross Profit		904		1,031		127		14.1%

												Operating Expenses		3,031		4,978		1,947		64.2%

												R&D Costs		1,667		3,017		1,350		81.0%

												Operating Profit		△ 2,127		△ 3,947		△ 1,820		-

												Net Profit		△ 2,313		△ 3,977		△ 1,664		-



				B/S		End of Dec 2016		End of Dec 2017		Difference		項目 コウモク		平成28年期末 ヘイセイ ネン キマツ		平成29年期末 ヘイセイ ネン キマツ		増減 ゾウゲン

				流動資産 リュウドウ シサン		6,685,011,898		4,036,522,968		△ 2,648,488,930		流動資産 リュウドウ シサン		6,685		4,036		△ 2,648

				現金及び預金、有価証券 ゲンキン オヨ ヨキン ユウカ ショウケン		5,719,325,443		2,947,059,134		△ 2,772,266,309		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		5,719		2,947		△ 2,772

				固定資産 コテイ シサン		193,373,000		215,761,483		22,388,483		固定資産 コテイ シサン		193		215		22

				資産合計 シサン ゴウケイ		6,878,384,898		4,252,284,451		△ 2,626,100,447		資産合計 シサン ゴウケイ		6,878		4,252		△ 2,626

				流動負債 リュウドウ フサイ		942,118,467		1,011,490,102		69,371,635		流動負債 リュウドウ フサイ		942		1,011		69

				固定負債 コテイ フサイ		451,396,000		1,392,000		△ 450,004,000		固定負債 コテイ フサイ		451		1		△ 450

				純資産（株主資本等） ジュンシサン カブヌシ シホン トウ		5,484,870,431		3,239,402,349		△ 2,245,468,082		純資産（株主資本等） ジュンシサン カブヌシ シホン トウ		5,484		3,239		△ 2,245

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,878,384,898		4,252,284,451		△ 2,626,100,447		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,878		4,252		△ 2,626

												Item		End of 2016		End of 2017		Diff.

												Current Assets		6,685		4,036		△ 2,648

												Cash and Deposits		5,719		2,947		△ 2,772

												Non-current Assets		193		215		22

												Total Assets		6,878		4,252		△ 2,626

												Current Liabilities		942		1,011		69

												Non-current Liabilities		451		1		△ 450

												Net Assets		5,484		3,239		△ 2,245

												Total Liabilities & Net Assets		6,878		4,252		△ 2,626





LF vs Published Fcst

				P/L		Dec 2018 YTD		Dec 2018 YTD		Difference		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2018年度
直近見通し ネンド チョッキン ミトオ		2018年度
公表業績予想 ネンド コウヒョウ ギョウセキ ヨソウ		差異 サイ		差異％ サイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,203,288,868		4,201,422,811		1,866,057		売上高 ウリアゲ ダカ		4,203		4,201		2		0.0%		4203.288868		4201.422811

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,193,538,868		4,191,672,811		1,866,057		製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,194		4,192		2		0.0%		4193.538868		4191.672811

				その他売上 タ ウリアゲ		9,750,000		9,750,000		0		その他売上 タ ウリアゲ		10		10		0		0.0%		9.75		9.75

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,813,706,212		2,833,095,270		△ 19,389,058		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,814		2,833		△ 19		-0.7%		2813.7062124269		2833.0952699997

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,389,582,656		1,368,327,541		21,255,115		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,390		1,368		21		1.6%		1389.5826555731		1368.3275410003

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		4,220,060,873		4,350,259,611		△ 130,198,739		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		4,220		4,350		△ 130		-3.0%		4220.0608727218		4350.2596114499

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,085,549,376		2,311,702,270		△ 226,152,894		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,086		2,312		△ 226		-9.8%		2085.5493761333		2311.7022697964

				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,830,478,217		△ 2,981,932,070		151,453,853		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,830		△ 2,982		151		-		-2830.4782171487		-2981.9320704496

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,924,789,468		△ 3,056,238,343		131,448,874		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,925		△ 3,056		131		-		-2924.7894681487		-3056.2383425496

												(Unit: mJPY)		2018
Latest Fcst		2018
Published Fcst		Difference		％ diff.

												Sales		4,203		4,201		2		0.0%

												Product Sales		4,194		4,192		2		0.0%

												Other Revenue		10		10		0		0.0%

												COGS		2,814		2,833		△ 19		-0.7%

												Gross Profit		1,390		1,368		21		1.6%

												Operating Expenses		4,220		4,350		△ 130		-3.0%

												R&D Costs		2,086		2,312		△ 226		-9.8%

												Operating Profit		△ 2,830		△ 2,982		151		-

												Net Profit		△ 2,925		△ 3,056		131		-

				Sales		Dec 2017 YTD		Dec 2018 YTD		Difference		項目 コウモク		2017年度
実績 ネンド ヘイネンド ジッセキ		2018年度
業績予想 ネンド ヘイネンド ギョウセキ ヨソウ		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,444,206,894		4,201,422,811		757,215,917		売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		3,444		4,201		22.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		0		9,750,000		9,750,000		マイルストーン収入 シュウニュウ		0		9		-

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		3,444,206,894		4,191,672,811		747,465,917		製品売上 セイヒン ウリアゲ		3,444		4,191		21.7%

				国内 コクナイ		3,277,622,986		3,837,521,301		559,898,315		国内 コクナイ		3,277		3,837		17.1%

				海外 カイガイ		166,583,908		354,151,510		187,567,602		海外 カイガイ		166		354		112.6%





LF vs Budget

				P/L		Dec 2018 YTD		Dec 2018 YTD		Difference		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2018年度
直近見通し ネンド チョッキン ミトオ		2018年度
予算 ネンド ヨサン		差異 サイ		差異％ サイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,203,288,868		4,101,926,014		101,362,854		売上高 ウリアゲ ダカ		4,203		4,102		101		2.5%		4203.288868		4101.926014

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,193,538,868		4,092,176,014		101,362,854		製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,194		4,092		101		2.5%		4193.538868		4092.176014

				その他売上 タ ウリアゲ		9,750,000		9,750,000		0		その他売上 タ ウリアゲ		10		10		0		0.0%		9.75		9.75

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,813,706,212		2,710,035,582		103,670,630		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,814		2,710		104		3.8%		2813.7062124269		2710.0355824167

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,389,582,656		1,391,890,432		△ 2,307,776		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,390		1,392		△ 2		-0.2%		1389.5826555731		1391.8904315833

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		4,220,060,873		4,381,122,945		△ 161,062,072		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		4,220		4,381		△ 161		-3.7%		4220.0608727218		4381.1229447833

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,085,549,376		2,342,565,603		△ 257,016,227		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,086		2,343		△ 257		-11.0%		2085.5493761333		2342.5656031298

				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,830,478,217		△ 2,989,232,513		158,754,296		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 2,830		△ 2,989		159		-		-2830.4782171487		-2989.2325132

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,924,789,468		△ 3,063,981,044		139,191,576		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 2,925		△ 3,064		139		-		-2924.7894681487		-3063.98104404

												(Unit: mJPY)		2018
Latest Fcst		2018
Budget		Difference		％ diff.

												Sales		4,203		4,102		101		2.5%

												Product Sales		4,194		4,092		101		2.5%

												Other Revenue		10		10		0		0.0%

												COGS		2,814		2,710		104		3.8%

												Gross Profit		1,390		1,392		△ 2		-0.2%

												Operating Expenses		4,220		4,381		△ 161		-3.7%

												R&D Costs		2,086		2,343		△ 257		-11.0%

												Operating Profit		△ 2,830		△ 2,989		159		-

												Net Profit		△ 2,925		△ 3,064		139		-

				Sales		Dec 2017 YTD		Dec 2018 YTD		Difference		項目 コウモク		2017年度
実績 ネンド ヘイネンド ジッセキ		2018年度
業績予想 ネンド ヘイネンド ギョウセキ ヨソウ		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,444,206,894		4,201,422,811		757,215,917		売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		3,444		4,201		22.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		0		9,750,000		9,750,000		マイルストーン収入 シュウニュウ		0		9		-

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		3,444,206,894		4,191,672,811		747,465,917		製品売上 セイヒン ウリアゲ		3,444		4,191		21.7%

				国内 コクナイ		3,277,622,986		3,837,521,301		559,898,315		国内 コクナイ		3,277		3,837		17.1%

				海外 カイガイ		166,583,908		354,151,510		187,567,602		海外 カイガイ		166		354		112.6%





PL Act vs PY(品質影響)

				P/L		2020年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		2020年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		Difference		項目 コウモク		2020年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		2020年度
上半期実績 (※) ネンド カミハンキ ジッセキ		品質不良品
問題影響額 ヒンシツ フリョウ ヒン モンダイ エイキョウ ガク		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		1,360,648,522		2,725,000,000		△ 1,364,351,478		売上高 ウリアゲ ダカ		1,360		2,725		△ 1,364		-50.1%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,350,648,522		2,639,000,000		△ 1,288,351,478		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,030		1,888		△ 857		-45.4%		-48.8%

												（売上原価率） ウリアゲ ゲンカ リツ		(75.7%)		(69.3%)

				その他売上 タ ウリアゲ		10,000,000		86,000,000		△ 76,000,000		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		329		837		△ 507		-60.6%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,030,749,758		1,888,000,000		△ 857,250,242		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		2,169		2,154		15		0.7%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		329,898,764		837,000,000		△ 507,101,236		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,839		△ 1,313		△ 526		-

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		2,169,841,613		2,154,474,613		15,367,000		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 1,884		△ 1,346		△ 526		-

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						0		（※）品質不良品問題の影響を除く ヒンシツ フリョウ ヒン モンダイ エイキョウ ノゾ

				営業利益 エイギョウ リエキ		(1,839,942,849)		(1,313,000,000)		△ 526,942,849

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		(1,884,976,177)		(1,346,000,000)		△ 538,976,177		Item		H1 2019
Actual		H1 2018
Actual		Difference		％ diff.

												Sales		1,360		2,725		△ 1,364		-50.1%

												Product Sales				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												Other Revenue		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												COGS		1,030		1,888		△ 857		-45.4%

												Gross Profit		329		837		△ 507		-60.6%

												Operating Expenses		2,169		2,154		15		0.7%

												R&D Costs		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												Operating Profit		△ 1,839		△ 1,313		△ 526		-

												Net Profit		△ 1,884		△ 1,346		△ 526		-





												項目 コウモク		2018年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		2017年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		増減％ ゾウゲン

												売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		1,928		1,786		8.0%

				Sales		Jun 2018 YTD		Jun 2017 YTD		Difference		マイルストーン収入 シュウニュウ		0		0		-

				売上高 ウリアゲ ダカ		1,928,378,989		1,786,005,110		142,373,879		製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,928		1,786		8.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		0		0		0		国内 コクナイ		1,758		1,651		6.4%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,928,378,989		1,786,005,110		142,373,879		海外 カイガイ		170		134		26.9%

				国内 コクナイ		1,758,289,204		1,651,929,802		106,359,402

				海外 カイガイ		170,089,785		134,075,308		36,014,477







PL Act vs PY

				P/L		Jun 2020 YTD		Jun 2019 YTD		Difference		項目 コウモク		2020年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		2019年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		前年比増減 ゼンネン ヒ ゾウゲン		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		1,360,648,522		2,004,976,933		△ 644,328,411		売上高 ウリアゲ ダカ		1,360		2,004		△ 644		-32.1%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,350,648,522		2,004,976,933		△ 654,328,411		製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,350		2,004		△ 654		-32.6%

				その他売上 タ ウリアゲ		10,000,000		0		10,000,000		その他売上 タ ウリアゲ		10		0		10		-

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,030,749,758		1,475,575,946		△ 444,826,188		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,030		1,475		△ 444		-30.1%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		329,898,764		529,400,987		△ 199,502,223		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		329		529		△ 199		-37.7%

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		2,169,841,613		2,544,503,316		△ 374,661,703		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		2,169		2,544		△ 374		-14.7%

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		833,697,000		962,598,413		△ 128,901,413		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		833		962		△ 128		-13.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(1,839,942,849)		(2,015,102,329)		175,159,480		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 1,839		△ 2,015		175		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		(1,884,976,177)		(2,069,929,985)		184,953,808		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 1,884		△ 2,069		184		-

												Item		H1 2020
Actual		H1 2019
Actual		Difference		％ diff.

												Sales		1,360		2,004		△ 644		-32.1%

												Product Sales		1,350		2,004		△ 654		-32.6%

												Other Revenue		10		0		10		-

												COGS		1,030		1,475		△ 444		-30.1%

												Gross Profit		329		529		△ 199		-37.7%

												Operating Expenses		2,169		2,544		△ 374		-14.7%

												R&D Costs		833		962		△ 128		-13.4%

												Operating Profit		△ 1,839		△ 2,015		175		-

												Net Profit		△ 1,884		△ 2,069		184		-

				Sales		Jun 2018 YTD		Jun 2017 YTD		Difference		項目 コウモク		2018年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		2017年度
上半期実績 ネンド カミハンキ ジッセキ		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		1,928,378,989		1,786,005,110		142,373,879		売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		1,928		1,786		8.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		0		0		0		マイルストーン収入 シュウニュウ		0		0		-

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,928,378,989		1,786,005,110		142,373,879		製品売上 セイヒン ウリアゲ		1,928		1,786		8.0%

				国内 コクナイ		1,758,289,204		1,651,929,802		106,359,402		国内 コクナイ		1,758		1,651		6.4%

				海外 カイガイ		170,089,785		134,075,308		36,014,477		海外 カイガイ		170		134		26.9%







BS Act vs PY

				B/S		End of Dec 2020		End of Dec 2019		Difference		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2020年12月末 ネン ガツ マツ		2019年12月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン

				流動資産 リュウドウ シサン		5,781,477,506		4,887,491,561		893,985,945		流動資産 リュウドウ シサン		5,781		4,887		893

				現金及び預金、有価証券 ゲンキン オヨ ヨキン ユウカ ショウケン		3,848,626,124		3,910,830,031		△ 62,203,907		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,848		3,910		△ 62

				固定資産 コテイ シサン		459,415,407		386,463,557		72,951,850		固定資産 コテイ シサン		459		386		72

				資産合計 シサン ゴウケイ		6,240,892,913		5,273,955,118		966,937,795		資産合計 シサン ゴウケイ		6,240		5,273		966

				流動負債 リュウドウ フサイ		1,615,339,293		872,219,730		743,119,563		流動負債 リュウドウ フサイ		1,615		872		743

				固定負債 コテイ フサイ		2,050,000		1,619,000		431,000		固定負債 コテイ フサイ		2		1		0

				純資産（株主資本等） ジュンシサン カブヌシ シホン トウ		4,623,503,620		4,400,116,388		223,387,232		純資産（株主資本等） ジュンシサン カブヌシ シホン トウ		4,623		4,400		223

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,240,892,913		5,273,955,118		966,937,795		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,240		5,273		966

												Item		End Jun 2020		End Dec 2019		Diff.

												Current Assets		5,781		4,887		893

				V5ベース+				修正仕訳 シュウセイ シワケ				Cash and Deposits		3,848		3,910		△ 62

				固定資産（資本化日の修正） コテイ シサン シホン カ ニチ シュウセイ		1,552,229		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				Non-current Assets		459		386		72

						(122,362)		減価償却費累計額-建物附属 ルイケイ ガク タテモノ フゾク				Total Assets		6,240		5,273		966

						(1,429,867)		減価償却費累計額-ソフト ルイケイ ガク				Current Liabilities		1,615		872		743

												Non-current Liabilities		2		1		0

				買掛金修正(販管費戻り) カ カ キン シュウセイ ハンカンヒ モド		(33,814,632)						Net Assets		4,623		4,400		223

												Total Liabilities & Net Assets		6,240		5,273		966

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		64.17%		0.6381053425





Fcst vs PY

				P/L		Dec 2020 YTD		Dec 2019 YTD		Difference		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2020年度
実績 ネンド ジッセキ		2019年度
実績 ネンド ヘイネンド ジッセキ		前年比増減 ゼンネン ヒ ゾウゲン		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		2,987,051,280		2,837,753,798		149,297,482		売上高 ウリアゲ ダカ		2,987		2,837		149		5.3%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		2,977,051,280		2,811,272,048		165,779,232		製品売上 セイヒン ウリアゲ		2,977		2,811		165		5.9%		3085.7088643

				その他売上 タ ウリアゲ		10,000,000		26,481,750		△ 16,481,750		その他売上 タ ウリアゲ		10		26		△ 16		-62.2%		7.15

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,120,198,133		1,973,002,272		147,195,861		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,120		1,973		147		7.5%		2113.6338368215

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		866,853,147		864,751,526		2,101,621		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		866		864		2		0.2%		979.2250274785

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		5,373,073,813		5,166,366,740		206,707,073		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		5,373		5,166		206		4.0%		4759.5624125951

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,266,556,169		2,441,552,658		△ 174,996,489		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,266		2,441		△ 174		-7.2%		2029.0761440772

				営業利益 エイギョウ リエキ		△ 4,506,220,666		△ 4,301,615,214		△ 204,605,452		営業利益 エイギョウ リエキ		△ 4,506		△ 4,301		△ 204		-		-3780.3373851166

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 4,090,216,491		△ 4,376,258,249		286,041,758		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		△ 4,090		△ 4,376		286		-		-3859.0980691166

												Item		2020
Actual		2019
Actual		Difference		％ diff.

												Sales		2,987		2,837		149		5.3%

				V5ベース+				修正仕訳 シュウセイ シワケ				Product Sales		2,977		2,811		165		5.9%

				固定資産（資本化日の修正） コテイ シサン シホン カ ニチ シュウセイ		1,552,229		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				Other Revenue		10		26		△ 16		-62.2%

						(122,362)		減価償却費累計額-建物附属 ルイケイ ガク タテモノ フゾク				COGS		2,120		1,973		147		7.5%

						(1,429,867)		減価償却費累計額-ソフト ルイケイ ガク				Gross Profit		866		864		2		0.2%

												Operating Expenses		5,373		5,166		206		4.0%

				買掛金修正(販管費戻り) カ カ キン シュウセイ ハンカンヒ モド		(33,814,632)						R&D Costs		2,266		2,441		△ 174		-7.2%

												Operating Profit		△ 4,506		△ 4,301		△ 204		-

												Net Profit		△ 4,090		△ 4,376		286		-

				Sales		Dec 2018 YTD		Dec 2017 YTD		Difference		項目 コウモク		2017年度
実績 ネンド ヘイネンド ジッセキ		2018年度
業績予想 ネンド ヘイネンド ギョウセキ ヨソウ		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,201,422,811		3,444,206,894		757,215,917		売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		4,201		3,444		22.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		9,750,000		0		9,750,000		マイルストーン収入 シュウニュウ		9		0		-

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,191,672,811		3,444,206,894		747,465,917		製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,191		3,444		21.7%

				国内 コクナイ		3,837,521,301		3,277,622,986		559,898,315		国内 コクナイ		3,837		3,277		17.1%

				海外 カイガイ		354,151,510		166,583,908		187,567,602		海外 カイガイ		354		166		112.6%





Fcst vs PY (2)

				P/L		Dec 2021 YTD		Dec 2020 YTD		Difference		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2021年度
業績見通し ネンド ギョウセキ ミトオ		2020年度
実績 ジッセキ		前年比増減 ゼンネン ヒ ゾウゲン		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		9,151,000,000		2,987,051,280		6,163,948,720		売上高 ウリアゲ ダカ		9,151		2,987		6,163		206.4%

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		9,151,000,000		2,977,051,280		6,173,948,720		製品売上 セイヒン ウリアゲ		9,151		2,977		6,173		207.4%		3404.414525

				その他売上 タ ウリアゲ		0		10,000,000		△ 10,000,000		その他売上 タ ウリアゲ		0		10		△ 10		-		0

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,194,000,000		2,120,198,133		73,801,867		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,194		2,120		73		3.5%		2258.1977213407

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		6,957,000,000		866,853,147		6,090,146,853		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		6,957		866		6,090		702.6%

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		5,596,000,000		5,373,073,813		222,926,187		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		5,596		5,373		222		4.1%		6236.7379914809

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,019,000,000		2,266,556,169		△ 247,556,169		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2,019		2,266		△ 247		-10.9%		2731.5087478354

				営業利益 エイギョウ リエキ		1,361,000,000		△ 4,506,220,666		5,867,220,666		営業利益 エイギョウ リエキ		1,361		△ 4,506		5,867		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,149,000,000		△ 4,090,216,491		5,239,216,491		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,149		△ 4,090		5,239		-		-4803.2282708216

												(Unit: mJPY)		2021
Latest Fcst		2020
Forecast		Difference		％ diff.

				買掛金修正 カ カ キン シュウセイ				33,814,632				Sales		9,151		2,987		6,163		206.4%

												Product Sales		9,151		2,977		6,173		207.4%

												Other Revenue		0		10		△ 10		-

												COGS		2,194		2,120		73		3.5%

												Gross Profit		6,957		866		6,090		702.6%

												Operating Expenses		5,596		5,373		222		4.1%

												R&D Costs		2,019		2,266		△ 247		-10.9%

												Operating Profit		1,361		△ 4,506		5,867		-

												Net Profit		1,149		△ 4,090		5,239		-

				Sales		Dec 2018 YTD		Dec 2017 YTD		Difference		項目 コウモク		2017年度
実績 ネンド ヘイネンド ジッセキ		2018年度
業績予想 ネンド ヘイネンド ギョウセキ ヨソウ		増減％ ゾウゲン

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,201,422,811		3,444,206,894		757,215,917		売上高（合計） ウリアゲ ダカ ゴウケイ		4,201		3,444		22.0%

				マイルストーン収入 シュウニュウ		9,750,000		0		9,750,000		マイルストーン収入 シュウニュウ		9		0		-

				製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,191,672,811		3,444,206,894		747,465,917		製品売上 セイヒン ウリアゲ		4,191		3,444		21.7%

				国内 コクナイ		3,837,521,301		3,277,622,986		559,898,315		国内 コクナイ		3,837		3,277		17.1%

				海外 カイガイ		354,151,510		166,583,908		187,567,602		海外 カイガイ		354		166		112.6%
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第1部：2021年度中間決算概要

第2部：2021年度通期見通し

第4部：今後の展開

第3部：事業の進捗状況
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自社販売開始
 RTD発売
 流通物流体制
 Dxマーケティング

資金調達
 エクィティによる調達
 銀行融資枠30億円

シンバイオの企業使命
「空白の
治療領域」

優秀な人材
採用

トレアキシン
初承認

(再発難治性
NHL・MCL・CLL)

トレアキシン
未治療NHL
の適応承認

トレアキシン
ライセンス導入

トレアキシン
（BR/B）
標準療法
として確立

トレアキシン
追加適応

r/rDLBCL
の承認

最後の一つのピース

r/rDLBCL適応追加の承認取得

事業黒字化のジグゾーパズルが完成しました！
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標準療法(SOC)の強みを
フルに活かした シンバイオの事業戦略

トレアキシン®

持続的成長と事業価値の創造

既存
適応症

＋ ＋

SOC ｘ LCM
SOC: Standard Of Care（標準治療） LCM：Life Cycle Management（製品寿命）

新
適応症

X
+B(R)

GB
PBR90ｒ/rDLBCL(BR120)



19SymBio Pharmaceuticals Limited

Rigo
 Ras模倣分子
 マイクロチューブル

（微小管重合）阻害作用

INSPIRE試験結果
からの推察

 高レスポンス患者群
の要因分析

 新たな有用性

 他剤併用での可能性

⊹Benda
 アルキル化剤
 プリン誘導体
 STAT3阻害作用
 LUBAC阻害作用

 INSPIRE試験の
追加解析

東京大学医科学
研究所との共同
研究

 AIによる解析と
仮説検証

トレアキシンを含めた既存薬との併用療法の可能性

 異なる作用機序による相乗効果
 新規疾患ターゲットの探索

リゴセルチブ 注射剤・経口剤

併用療法の可能性と今後の展開
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研究対象薬剤 共同研究施設 研究概略

ベンダムスチン

 アルキル化剤
 プリン誘導体
 STAT3阻害作用
 LUBAC阻害作用

ベンダムスチン シンバイオ製薬
京都大学
医学研究科

活性化B細胞型(ABC)-
DLBCLに対する効果の確認

ベンダムスチン
・リゴセルチブ・
その他の薬剤との
併用

シンバイオ製薬
東京大学
医科学研究所

多様な作用機序、併用効果
等による新たな有用性の発
掘・検証

リゴセルチブ

 Ras模倣分子
 微小管不安定化作用
 PLK阻害
 新たな作用機序

シンバイオ製薬
群馬大学
医学系研究科

LUBAC阻害に関連する作用
解析、固形腫瘍に対する適
用の可能性

リゴセルチブ＋
免疫チェック
ポイント阻害剤

オンコノバ社
非臨床研究

メラノーマに対する相乗的抗
がん活性

リゴセルチブ＋
免疫チェック
ポイント阻害剤

オンコノバ社
医師主導治験
フェーズ1/2試験

KRAS遺伝子変異陽性
非小細胞肺がん

リゴセルチブ オンコノバ社
医師主導治験
フェーズ2試験

劣性栄養障害性表皮水泡症
に伴う扁平上皮がん

アカデミアとの応用研究の拡大により、

薬剤の事業価値創造
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造血幹細胞移植領域 ウィルス感染症治療薬

ゲームチェンジャー ブリンシドフォビル注射剤

ブリンシドフォビルは核酸アナログで二本鎖(ds)DNAウイルス５種類に対す

るin vitro活性を有し、骨髄抑制は無く腎毒性のリスクも低いため造血幹細

胞移植後及び臓器移植後のウイルス感染の管理を容易にする。

米FDAからサイトメガロウイルス、アデノウイルス、及び天然痘を対象として

ファストトラック指定を受けた。また欧州EMAからアデノウイルス、サイトメガ

ロウイルス、及び天然痘を対象としてオーファン指定を受けている。

 ２０１９年９月独占的グローバルライセンス導入

 米国及び英国において有力～１１施設を選定
 症例数～３０症例
 ２０２１年Q３にFPI登録を予定

 2021年3月10日（米国時間） BCV注射剤
小児AｄV対象に臨床第Ⅱ相試験の
INDを米FDA申請完了、

 ４月２６日ファストトラック指定を受ける

 Chimerix社 BCV経口剤
2021年６月４日に米FDAより
天然痘適応（バイオテロ対策）の新薬承認取得
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BCV注射剤の戦略策定中
抗ウィルス活性+抗がん活性＝“二刀流のMOA”

 造血幹細胞移植後のウィルス感染症

 臓器移植後のウィルス感染症

 ウィルス関連のがん領域

BCV

HCT SOT Oncology

造血幹細胞移植
ウィルス感染症

臓器移植
ウィルス感染症

がん領域
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第1部：2021年度中間決算概要

第2部：2021年度通期見通し

第4部：今後の展開

第3部：事業の進捗状況



研究開発型事業から 収益モデルへの転換
営業利益及びEPSともに、２０⁺％のYOYの伸長を予想

（単位：億円）
EPS

（単位：円）
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製品の自製化

アカデミア✙AI
連携による共同研究に
より新治療法の開発

血液領域
プラスOne
を中心とした展開

 日米欧の市場を
中心として地域特性
に合わせた展開

 高品質の製品の
安定供給の確保

 血液領域以外の
新治療領域における
事業展開

 AIの新発想＋アカデミア
との共同研究を積極的
に推進

グローバル・スペシャリティファーマ
シンバイオ製薬の戦略

グローバル
事業の展開
(自社＋業務提携)
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わかちあう、創薬の喜び

患者

医師

行政

科学者 インベスター

ご清聴ありがとうございました

“共創・共生”の志
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