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再生医療手掛けるバイオベンチャー

投資判断（12/10）

サンバイオ（4592・東証マザーズ）
株価

投資単位

1,051円
（12/10）

100株

新規 Overweight
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-
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「SB623」
の開発順調、
IPO資金調達で成長余地広がる
■慢性脳梗塞を適応とする米国での臨床試験開始迫る
主力開発パイプラインである「SB623」の臨床試験
が順調に進ちょくしている。主パイプラインである米国
における慢性脳梗塞を適応とした試験では、第 2 臨床試
験（フェーズ 2b）の被治験者登録を準備中で、16 年 1
月期中に登録患者数 150 名程度の試験開始を予定。同試
験がすべて終了するまで 2 年程度要するとみられ、中期
的にはこの臨床試験の結果が重要となる。また、米国に
おける外傷性脳損傷の臨床試験を巡っては 10 月 5 日に
患者登録（52 名）を開始したと発表している。
業績面では、16 年 1 月期 2 Ｑ（15 年 2 月－ 7 月）連
結業績が、事業収益 411 百万円、営業損益 555 百万円
の赤字。事業収益は大日本住友製薬との共同開発に伴う
開発協力金が想定以上となった。16 年 1 月期の連結業
績予想は事業収益 1,835 百万円、営業損益 855 百万円
の赤字を計画。今期内に大日本住友製薬からフェーズ 2
の進ちょくに伴うマイルストン収入の約 12 億円（1,000
万ドル）と、開発協力金の一部計上を見込む。一方、事
業費用に関しては 26.9 億円と大幅な増加が見込まれる
が（14 年 1 月期は 7.9 億円、15 年 1 月期は 9.8 億円 ）
、
これは多様なパイプラインでの開発が進み、研究開発費
が増加することによるもの。2 Ｑ決算と同時に 16 年 1
月期業績予想を下方修正しているが、開発協力金やコス
ト計上の期ズレによるもので、開発自体は計画通り進ん
でいるようだ。
■広がりを見せる
「SB623」
、
株価は評価不足
IPO（新規上場）による資金調達により、
「SB623」
の開発は広がりを見せる。現在、慢性期脳梗塞と外傷性
脳損傷を適応とする試験が先行するが、
「SB623」の適
応疾患は加齢黄斑変性やパーキンソン病、アルツハイマ
ー病などさらに 5 つ。現在は研究や非臨床試験のフェー
ズだが、適応の多さは「SB623」の強み。また、15 年
7 月 8 日には日本での外傷性脳損傷を適応とする開発を
開始すると発表、早ければ 16 年にも日本での臨床試験
が開始される可能性がある。これ以外にも、欧州やその
他地域にもライセンスアウトや提携の可能性があり、成
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長余地は大きいと見る。
モーニングスターでは 17 年 1 月期の営業収益が 800
百万円、営業損益 2,000 百万円の赤字を想定。米国にお
ける慢性期脳梗塞の臨床試験が進み、開発協力金が計上
される一方、研究開発費が進みコストは今期をやや上回
る水準と見ている。ただ、当面の株価材料は業績面より
も、
「SB623」の開発の進ちょくや、欧州やその他地域
での新たなライセンスアウトとなる。株価は 5 月中旬に
上場来高値 2,117 円を付けた後、上値の重い展開が続い
たが、評価不足。
企業価値を図る上で参考となるのが、再生医療薬を手
掛ける豪メソブラストの動向。メソブラストはイスラエ
ルの製薬会社テバと提携し、うっ血性心不全の治療薬を
開発中。試験はフェーズ 3 まで進んでいるが、メソブラ
ストの時価総額は約 590 億円。ただ、米モーニングス
ターでは現株価の約 3 倍を想定株価レンジとしており、
企業価値はさらに高いと見ている。保守的に現在の時価
総額ベースの 2 倍で試算した場合（1,028 億円）
、サン
バイオの株価は 2,300 円程度で同水準となる。メソブ
ラストよりも市場規模の大きな脳梗塞などを手掛けて
いることも考慮すると、想定株価レンジは 2,000 円～
2,300 円、上値余地は大きいことから投資判断は新規
「Overweight 」とする。
（宮本 裕之）
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サンバイオ（4592・東証マザーズ）
■ 会社概要

開発パイプライン

再生細胞薬の開発を行うバイオベンチャー。15 年 4
月 8 日に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場した。
再生細胞薬は、病気や事故で失われた身体機能の自然
な再生プロセスを誘引、促進させ、運動機能や感覚機能
認知機能を再生する効能が期待される医薬品。リハビリ
などの理学療法による対処が主流だった分野で、再生細
胞薬による治療法確立が待たれる。サンバイオの手掛け
る再生医療は、他者の細胞を使用する他家移植によるも
の。自身の細胞を使った自家移植では手間がかかり、効
果のばらつきも大きくなる傾向があるが、他家移植では
均一な細胞を量産できるという。
主力薬の「SB623」は慢性期脳梗塞、外傷性脳損傷
についての開発が先行しているが、脊髄損傷やパーキン
ソン病では非臨床段階にあり、アルツハイマー病での
研究も進む。この他、末梢神経障害などを対象とする
「SB618」
、筋ジストロフィーを適応症に持つ「SB308」
は臨床試験前の研究段階にある。

出所：サンバイオの決算資料

脳の再生を実現
米国での治験結果
SB623投与前

SB623投与後

腕が上がらない

腕が上がる

足が上がらない（日常的に車椅子を使用）

車椅子無しでもかろうじて歩行可能

■ 事業環境と展望
慢性期脳梗塞の患者数は米国で 680 万人、日本で
123 万人いるものの、有効な治療薬は存在していない。
米国患者の 5％、他の大型新薬を参考に保守的に想定し
ても、1 兆円程度の売上試算され、市場ポテンシャルは
大きい。
「SB623」は脳梗塞用途について米国で大日本住友製
薬、日本では帝人にライセンスアウト。同開発薬の有効
性は高く評価されており、一般的なバイオベンチャーの
パイプラインよりも優位な契約を締結。大日住薬とは承
認取得まで 8,000 万ドル（約 96 億円）に加え、共同開
発費の 50％を支払ってもらう契約で、上市後はロイヤ
ルティ収入として売上高の 17％に加え、売上に応じた
製品供給収入を得る契約だ。

出所：国際脳卒中学会ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=E4WXwhTp7Ow&feature=c4-overview-vl&list=PL9CZabk3nD4H_FNBhiTnH3ml7sx-Cd3fG

リスク要因

医療用医薬品には多額の研究開発費や長い時間を要
するが、臨床試験で有用な効果を発見できず研究開
発が予定通り進まない可能性や、開発の延期や・中
止のリスクがある。主に米国で開発中の再生細胞薬
「SB623」は、
脳梗塞用途について日本では帝人、
米国・
カナダでは大日本住友製薬にそれぞれ開発・販売権を
ライセンスアウトしているが、何らかの要因で契約が
終了することがあり得る。

株主還元（12/10時点）
■ 株主優待

■ 配当の状況
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モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートの読み方
特 徴

Overweight （オーバーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上上回ると
予測される場合
Neutral （ニュートラル）
今後、半年間の株価推移が現値水準の－ 15％～＋ 15％に
とどまると予測される場合
Underweight（アンダーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上下回ると
予測される場合

（1）第三者機関として中立的な立場を重視

モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートは、
モーニングスターが位置する中立的な第三者としての立場
を重要視し、客観的な比較・評価情報の提供に努めていま
す。モーニングスターがカバーする全銘柄に対し、アナリ
スト個人の見解に加え、複数のアナリストから成る銘柄評
価委員会の意見を反映し、投資判断・想定株価レンジ・業
績予想を決定しています。

（2）カバー銘柄のユニバース

カバー銘柄は下記対象銘柄から銘柄評価委員会が選出し
ています。
【銘柄選定基準】
● アナリストのカバー率が低い国内新興市場上場銘柄
●	個 人投資家からの人気が高い銘柄（各オンライン証券
のデータを参考）
● 時価総額を考慮（50 億円程度以上を目安）
● 整理、監理銘柄や継続疑義、債務超過銘柄を除く

（3）3 段階の投資判断

カバー銘柄に対する投資判断は、モーニングスターの各
アナリストによる調査・取材・分析を基に銘柄評価委員会
の協議を経て決定しています。下記の基準を基に 3 段階（最
上位から「Overweight 」
（オーバーウエート）
、
「Neutral」
（ニュートラル）
、
「Underweight」
（アンダーウエート）
）
で予測しています。

モーニングスターでは業績見通しや財務状況、株価の値
動きなどに関する見解の変更により、機動的に投資判断を
変更します。ただし、影響力のある、新しい情報が明らか
となり、判断に時間を要する場合には投資判断を「Under
Review」
（保留）とする場合があります。また、取引時間
中の投資判断の変更は行いません。アナリストが退職した
場合などは投資判断をいったん「Suspension」
（停止）と
する可能性があります。

（4）中期的な想定株価レンジ

向こう半年間で想定される株価のレンジを示します。株
価指標などを用いた適正株価水準のほか、チャートのフシ
目や直近の高値・安値、トレンドライン、移動平均線など
テクニカル面や価格帯別出来高なども考慮して、中期的な
上値メド、下値メドを決定しています。

項目説明
■ アナリストコメント

直近の業績動向や事業環境につい
て、取材に基づいた評価をコメント
しています。投資判断の根拠や業績
予想に対する見方、今後の事業展望
などを記載し、株式投資をするうえ
で最も重要な情報を掲載していま
す。
また、
読みやすさを考慮してテー
マごとに 2 ～ 4 つのパラグラフに
まとめているほか、重要なポイント
を太字で強調しております。

■ 業績動向

通期決算の実績 2 期分と会社予
想、およびモーニングスターの独自
予想を今期、来期の 2 期分掲載し
ております。
各銘柄への取材に加え、
四半期毎での過去の業績傾向やセグ
メント毎での分析に基づいて業績数
値を予測しています。

■ 会社概要

各銘柄がどのようなビジネスを展
開しているのか、どこに収益源があ
るのかなどを詳しく解説するほか、
今後どの事業に力を入れていくの
か、中期的にはどのような事業展開
を図っていくのかなどの中期的な見
通しも取材を踏まえて掲載します。

■ リスク要因

各銘柄が有するリスクを解説しま
す。事業面でのリスクに加え、業績
面や財務面、株式市場独自のリスク
なども考慮して様々な角度から見た
リスクを示します。

■ 事業環境と展望

各銘柄が属する業界について、足
元の状況や将来の成長性などの観点
から解説します。競合他社への取材
も実施することで業界全体を多方面
から捉えるほか、業界団体のデータ
など具体的な数値も掲載します。
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