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GPCR創薬および

初期開発の
世界的リーダー

東証マザーズ上場
（証券コード：4565）

日本に軸足を置き

英国ケンブリッジに
最新R&D施設を構える
バイオテクノロジー企業

GPCRをターゲットとした
独自のStaR®技術と

構造ベース創薬（SBDD）
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事業概要

プラットフォーム技術

当社グループは、StaR®（Stabilized Receptor:安定化された受容体）と

名づけた強力なプラットフォーム技術を独自に開発し、業界で初めて

実用的で安定化した受容体を用いた強力な構造ベース創薬(SBDD)
を可能にしました。

創薬

独自のStaR®/SBDDプラットフォーム技術を活用し、既知および新規

のGPCRターゲットに対してより優れたメカニズムで作用する治療薬

候補を開発しています。高い生産性を誇る創薬エンジンにより、

過去10年で24の高品質な前臨床開発候補品を特定し、７つの治験

薬を創製しました。この比率は、業界水準を大きく上回ります。

初期開発

当社グループは、英国と日本にそれぞれ初期開発チームを確立して

います。現在、臨床・非臨床を含め複数のプログラムが、自社ならび

に大手グローバル製薬企業との提携により進捗しています。

疾患領域の専門性を強化

当社グループは複数の疾患

領域における広範なパイプ

ラインを構築しています。

前臨床・初期開発段階のプログラム

探索・基礎研究段階のプログラム

| 比類ない技術により新規治療薬候補を創出し開発パイプラインを拡充

神経疾患
免疫疾患
消化器系疾患
その他

34% 30% 6% 30%



製品/プログラム モダリティ 適応 提携先 契約条件など

上市製品

シーブリ® ® 低分子 COPD ロイヤルティ

ウルティブロ® 低分子 COPD ロイヤルティ

エナジア® 低分子 喘息 ロイヤルティ

オラビ® 低分子 口腔カンジダ症 製品販売

第Ⅱ相

A2A 拮抗薬（併用） 低分子 転移性去勢抵抗性前立腺がん 導出

M1 作動薬1 低分子 DLB(日本) 自社開発

第Ⅰ相

A2A 拮抗薬 低分子 固形がん 導出

M1 作動薬 低分子 アルツハイマー型認知症 導出

M4 作動薬 低分子 アルツハイマー型認知症 導出

GLP-1 作動薬 低分子 2型糖尿病/肥満 導出

CCR6 拮抗薬 低分子 炎症性腸疾患 導出

mGlu5 NAM 低分子 物質使用障害 アセット特化型企業

SSTR5 作動薬 ペプチド 内分泌疾患 自社開発（未提携）

前臨床

単一ターゲット 低分子 代謝性疾患・その他 導出

GLP-1拮抗薬 ペプチド 内分泌疾患 非開示 ライセンスオプション

CXCR4 抗体 抗体 がん免疫 共同開発

CGRP 拮抗薬 低分子 片頭痛 自社開発（未提携）

H4 拮抗薬 低分子 アトピー性皮膚炎 自社開発（未提携）

EP4 拮抗薬 低分子 がん免疫 自社開発（未提携）

GPR35 作動薬 低分子 炎症性腸疾患 自社開発（未提携）

GLP-2 作動薬 ペプチド 腸疾患 自社開発（未提携）

GPR52 作動薬 低分子 神経障害 自社開発（未提携）

PAR2 抗体 アトピー性皮膚炎 自社開発（未提携）

探索

複数ターゲット 低分子/高分子 複数の適応 導出

複数ターゲット 低分子/高分子 複数の適応 導出

複数ターゲット 低分子 複数の適応 導出

単一ターゲット 低分子 炎症性疾患 導出

単一ターゲット ペプチド 炎症性疾患 共同開発

オレキシン作動薬 低分子 ナルコレプシー アセット特化型企業

オレキシン作動薬 低分子 ナルコレプシー アセット特化型企業

パイプライン

1 日本でのDLBを対象としたHTL0018318の第Ⅱ相臨床試験は中止を決定しました。当社グループは、医薬品医療機器総合機構（PMDA）へHTL0018318（あるいは別の新規M1作動薬候補）の新たな
治験届を将来再提出する予定です。

事業開発

当社グループはサイエンスの最先端に挑む企業として世界的に認知されており、これまでに30以上の異なるGPCRターゲットにお

いて300以上の構造を解明しています。広範で未開拓のGPCRターゲットの内、従来は創薬不可能とされてきたものについても、

当社グループのStaR®技術とSBDDプラットフォーム技術を用いることで、合理的な創薬を可能にしています。当社グループの戦略

は、この世界有数のプラットフォーム技術の活用に注力し、革新的な製薬・バイオテクノロジー企業にとって魅力的な高品質の新

規医薬品候補を創出することです。

直近の提携契約

複数のターゲットを対象
とした共同研究および
ライセンスに関する提携

（2019年7月）

複数のターゲットを対象
とした研究開発・

製品化に関する提携
（2019年8月）

新規創薬およびライセン
スオプションに関する提携

（2020年6月）

上記の他にも多くの患者さまが必要としている治療薬候補創出のために、
探索から前臨床までの幅広い段階において自社開発プログラムを増やし続けています

mGlu5 NAM の開発前進

を目的とした新会社を
AditumBioと設立

(2020年11月）



取締役

執行役

田村眞一
会長兼社長CEO

遠山友寛
社外取締役

加賀邦明
独立社外取締役

Dr.デビッド・ロブリン
独立社外取締役

永井智亮
独立社外取締役

ロルフ・ソダストロム
独立社外取締役

田村眞一
会長兼社長CEO

Dr.マルコム・ウィアー
執行役副社長

クリス・カーギル
執行役副社長最高財務責任（CFO）

Dr. ティム・タスカー
執行役副社長チーフ・メディカル・オフィサー

吉住和彦
執行役副社長チーフ・コンプライアンス・ オフィサー

安井忠良
執行役副社長
株式会社そーせい代表取締役社長

科学諮問委員会

英国研究開発マネジメント

Dr. デビッド・ロブリン | 委員長

Dr. ピーター・バーンスアイン Dr. カエターノ・レイス・エ・ソウサ

Prof. エド・ブルモア

Prof. リチャード・ヘンダーソン

Dr. ポール・リースン

Prof. キース・ピーターズ

Dr. ダリル・シュエップ

Dr. ロベルト・ソラーリ

Dr. クリス・テート

アンデルス・ツルグレン

田村眞一
会長兼社長CEO

クリス・カーギル
執行役副社長最高財務責任者（CFO）

Dr.マルコム・ウィアー
執行役副社長

Dr.マイルス・コングレブ
チーフ・サイエンティフィック・オフィサー

Dr.ロブ・クック
チーフ・テクノロジー・オフィサー

Dr.バリー・ケニー
チーフ・ビジネス・オフィサー

ジェイムス・テイラー
事業開発部門 シニア・ヴァイス・プレジデント

Dr.ティム・タスカー
執行役副社長チーフ・メディカル・オフィサー



財務情報

東京本社 〒102-0083東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門11F
ロンドンオフィス North West House, 119 Marylebone Road, London NW1 5PU, United Kingdom
研究開発施設 Steinmetz Building, Granta Park, Cambridge CB21 6DG, United Kingdom
IR IR@SoseiHeptares.com
提携・ライセンスのご相談 BusDev@SoseiHeptares.com

https://soseiheptares.com @soseiheptaresco

株式・株主情報

株式基本情報

上場市場 東証マザーズ

銘柄 そーせいグループ株式会社

証券コード 4565

主要株主1

株主名 持株比率(%)

機
関
投
資
家

Capital Group 10.08%

Taiyo Pacific Partners 8.59%

Asset Management One 1.22%

BlackRock Fund Advisors 0.98%

Matthews International Capital 0.71%

RBC Global Asset Management 0.58%

そ
の
他

五味大輔 8.04%

ファイザー・ファーマシューティカルズ株式会社 2.34%

田村眞一 1.41%

個人

59%

外国法人

21%

証券会社

6%

金融機関

9%

その他

国内法人

5%

株主構成2

発行可能株式総数 149,376,000株

発行済株式総数 80,585,728株

株主数 33,303名

2019年度売上収益（百万円） 現金及び現金同等物残高 2020年度業績見通し

62%
25%

3% 10%

9,726
百万円

マイルストン
収入ロイヤルティ

収入

その他

15,375 16,355 15,362 

37,800 

2019.12 2020.3 2020.6 2020.9

2020年12月期の費用予測

研究開発費 4,200百万～
4,700百万円

一般管理費に係る
現金支出

1,800百万～
2,300百万円

財務目標

• 資源と資本の持続可能なバランスを
追求

• コスト管理を重視しつつ 次世代の
治療薬候補の開発を前進させる
ツール、技術への投資を継続

（1ドル = 109 円）

（2020年9月30日現在）

出典：1 FactSet/IPREO 保有状況 2当社株主統計表

医薬品販売

お問合せ

（百万円）
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