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要旨
【第Ⅰ部】 創薬型ベンチャーと投資家の価値協創ガイダンス
創薬を目指すバイオベンチャー（以下、創薬型ベンチャー）は、研究開発投資先行型の企業の中で
も、特に上場後の資金需要が旺盛である。一方、機関投資家からみると、上場後も中長期の研究開
発（赤字先行）が必要であるため、財務指標のみでの評価が困難であり、投資対象になりづらい。
こうした状況を踏まえ、①創薬型ベンチャーが、機関投資家の理解を得るために示すべきポイントを
明確にすること、②機関投資家に、創薬型ベンチャーの産業特性を踏まえ、企業が示すポイントの評
価軸を提供することを目的として、「創薬型ベンチャーと投資家の価値協創ガイダンス」（以下、本ガイダ
ンスと呼ぶ）を策定した。以下に本ガイダンスの基盤となる３つの考え方を示す。

＜本ガイダンスの基盤となる 3 つの考え方＞
1. 創薬型ベンチャーの成長は上場以降の投資家構成に大きな影響を受ける
2. 創薬型ベンチャーの価値は短期の業績（売上/利益）ではなく、技術/開発品にある
3. 創薬型ベンチャーの評価軸は企業が成長するに従って変化していく

本ガイダンスは、上記のバイオベンチャーの特性を踏まえた上で、経済産業省の「価値協創のための
統合的開示・対話ガイダンス」（2017 年５月 29 日）を参考としつつ、創薬型ベンチャーの成長ステ
ージを踏まえ、必要な対話項目の選別を実施している。以下に、企業の成長ステージに沿った、本ガイ
ダンスのポイントを示す。

＜成長ステージごとのガイダンスのポイント＞
Step1. 対話の基盤は、1.価値観、2.ビジネスモデルと開発戦略、3.成長を加速する経営体制
Step2. 開発後期ステージでは、4.ビジネスモデルと出口戦略を対話することも有益
Step3. 安定成長期では、産業の特殊性を考慮しつつ、一般的なガイダンスを用いた対話が有益
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上場後の創薬型ベンチャーと投資家の価値協創ガイダンス（2018 年４月 27 日）
7. 成果(パフォーマンス)と
重要な成果指標(KPI)

基盤となる３つの対話項目 (Step1)
臨床開発前期以降の創薬型ベンチャーの対話に資する内容

１. 価値観

1.1. 企業理念
と経営ビジョン

1.2. 社会課題への対応

2. ビジネスモデルと開発戦略

2.1. 知的財産権と
ビジネスモデル・
開発戦略

2.2. ビジネスモデル・
開発戦略とリスク

3. 成長を加速する経営体制

3.1. 開発戦略を支える
経営体制

3.2. 経営体制を
支える報酬設計
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保有技術・開発戦略
とマネジメント能力
(患者数/薬価/開発成功率/
普及率等を踏まえた
業績モデルの代替／前提)
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必要に応じた３つの対話項目
収益を最大化する
出口戦略

（Step２）臨床開発後期以降の対話

4. ビジネスモデルと出口戦略

4.1.企業価値向上を
支える出口戦略

(患者数/薬価/開発成功率/
普及率等を踏まえた
業績モデルが中心)

創薬型ベンチャーの特殊性

（Step３）安定成長期の対話

5. 持続可能性・成長性

6. ガバナンス

4.2.出口戦略を見据えた
経営資源の確保・強化

企業全般の対話方針を示す
「価値協創のための総合的開示
・対話ガイダンス」
への対応

5.1. 創薬型ベンチャー
特有のESG

一般的な対話方針を示す
「価値協創のための総合的
開示・対話ガイダンス」
と同様

6.1. 研究開発重視型の
利益分配方針

※創薬型ベンチャーの特殊性
を一部考慮する必要

)

（資料）経済産業省作成（「価値協創のための総合的開示・対話ガイダンス」（経済産業省）を参考に、創薬型バイオベンチャーの医薬品開発ステージ応じて、投資家との対話に必要となる事項を整理したもの。）
（※１）主な上場時期と開発フェーズは国によって異なるが、ここでは米国の上場のあり方（開発フェーズにとらわれず上場可能）を踏まえ、上場以後の創薬型ベンチャーの開発フェーズを広く見ている。
（※２）Step1-3は創薬型ベンチャーの研究開発ステージに合わせて活用されることを期待している。研究開発の進捗に応じて、STEP１、STEP１＋STEP２、STEP１＋STEP２＋STEP３と対話内容が増加することを想定している。

2

日本バイオ企業と米国バイオ企業の開示情報の違い
 競合企業との比較と優位性
 臨床試験の結果の詳細分析
 市場規模などの定量情報

 業績（PL,BS,CF）情報
 今後の見通しも業績（中計等）が主

非財務情報

12.00

11.3倍

米国
日米バイオ企業の資料開示量*の相対比較

財務情報

日本

10.00

8.00

5.6倍
6.00

4.5倍
4.00

1.9倍

2.2倍

2.00

0.00
企業事業の全体

疾患・技術概要

試験概要

市場規模

競合環境

今後の見通し

財務関連

その他

日本は財務中心の開示重視。一方、米国は競合状況等、中長期目線の開示が多い。

*各社のCorporate Presentation（主に米国）あるいは、説明会資料（主に日本）におけるスライドのページ枚数で比較。比較国の開示量を「1」としたときの開示量を相対倍率で表示。
米国は直近3年間の時価総額成長率が高い30社、日本では時価総額ランキングTOP10社の合計40社が対象
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
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【第Ⅱ部】 新興市場の現状と課題（金融市場制度・資金調達環境）
創薬型ベンチャーの成功例が相次いで創出される米国には、機関投資家が創薬型ベンチャーの上場
後の資金需要を支え、それが成功例を生み出し、成功例がさらに投資を加速させるという好循環が生ま
れている。一方で、国内の創薬型ベンチャーをみると、個人投資家中心の投資家層で、このような好循
環が生まれているとは言い難い。
魅力的な投資対象となるためには、創薬型ベンチャー自身の成長性が重要だが、日本の新興市場で
は、財務指標を基準とする上場制度、パッシブ運用の拡大や TOPIX と連動した機関投資家の運用
の下、創薬型ベンチャー自身が短期的な売上高や利益の確保に奔走し、製薬企業への早期ライセン
スアウト等により中長期的な企業価値を毀損してしまうといった側面もある。
日本の新興市場に上場する創薬型ベンチャーの多くは、創薬型ベンチャーに関心を持つ国内外の機
関投資家の投資対象とならず、他国と比較すると上場後に成長が鈍化しているケースも多い。
＜新興市場の現状を示す３つの事実＞
1. 国内創薬型ベンチャーの時価総額は、米欧のみならず、中国・韓国よりも小さい
2. 新興市場の上場廃止基準により、米国創薬型ベンチャーの多くが上場廃止（※）
（※）ジャスダック（利益基準）で約８割、マザーズ（売上高基準）で約 35%が廃止に
3. 国内創薬型ベンチャーは個人投資家比率が高く、国内外の機関投資家は敬遠

こうした現状を踏まえ、①新興企業の健全な成長に資する資金調達環境と、②国内外の機関投資
家による新興企業への適切な投資の促進、の２点を実現するための新興市場のあり方に関して、創
薬型ベンチャーの視点から、現状の課題を整理し、提言を示した。
＜新興市場の３つの課題と方向性＞
1. 創薬等の先行投資型企業の健全な成長に資する上場制度の設計
- 上場基準、上場廃止基準等の制度設計を早急に実行すべき
2. 新興企業を支える国内外の機関投資家との対話の促進/呼び込み
‐ バイオベンチャーの情報開示のあり方の検討や、EIR 型 VC/クロスオーバーファンドといった投
資機能の強化に向けた検討を早急に実施すべき
3. 新興企業と国内外の機関投資家をつなぐ機能の強化
- バイオインデックスの創設やアナリストの評価のあり方に関する検討の促進を実施すべき
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創薬型ベンチャーからみた、望ましい新興市場の絵姿と３つの方向性
出資者（公的年金、企業年金、保険会社、銀行）
※現在の投資家保護のみならず、将来の投資家の果実（新興企業）育成の視点が重要。

新興企業を支える
投資家の増加
 価値協創ガイダンス
 クロスオーバー/アクティブ投資
 脱TOPIX、オルタナティブ投資

2-3. オルタナティブ枠の拡大

2-4. 新興企業も含めたTOPIX以外のベンチマークの設定

国内外の機関投資家（クロスオーバー／アクティブ）

国内外の機関投資家（パッシブ）

※特に国内は数が少ない。海外も含めた投資家の呼び込みが必要

※今後も増加する見込み

2-1. 価値協創ガイダンス（バイオメディカル版）の活用／質の高い対話の促進

2-2. 国内機関投資家の増加／海外機関投資家の呼び込み

投資家と新興企業を
つなぐ機能の強化

３-1. 業種別指数（インデックス）の創設

VC
３-2. アナリストの増加

 バイオインデックス
 アナリスト/セクター
 統計情報の海外発信

魅力的な企業を
生み出す上場制度
 上場基準
 上場廃止基準
 資金調達手段

3-3. 統計情報の海外発信

未上場企業

上場新興企業

1-1.
「創薬ガイドブック」の
改編・整理

（出所）経済産業省作成
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1-2.
財務指標のみに囚われない
上場廃止基準等の設計

1-3.
多様な資金調達手法
調達期間の短縮

３つの方向性に対する現在の課題と今後のアクションプラン
伊藤研究会(17年)で
指摘された10の改善点

新興企業を支える
投資家の増加

伊藤研究会(18年)での
具体的なアクション

2-1. 質の高い対話の促進

伊藤レポート2.0
の継続更新

2-2. 海外機関投資家の呼び込み

2-4. 脱TOPIX

イベントを通じた普及啓発等
・1st well aging summit
・Bio Japan 2018
・Bio Japan 2019（予定）

３-1. インデックスの創設

S&Pがバイオ指数ドラフト作成

2-3. オルタナティブ枠の拡大

投資家と新興企業を
つなぐ機能の強化

３-2. アナリスト増加

魅力的な企業を
生み出す上場制度

IIのセクター区分にバイオが明記

３-3. 統計情報の海外発信

海外バイオデータベースの調査

1-1. 上場基準

東証ライフ窓口設置

1-2. 上場廃止基準
1-3. 資金調達手法の多様化

市場構造の在り方等に関する
懇談会の設置
（新興市場の上場基準・廃止基準）

出所：経済産業省作成
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現在の課題
今後のアクションプラン

 海外機関投資家向けイベント
の企画／継続開催の検討
 投資ガイダンスの普及（IRポ
イントの明確化）

 クロスオーバーファンドの創
設促進に向けた検討

 投資可能な指数の創設
 投資家情報誌との連携強化
 海外データベースへの登録促進

 上場基準の適正化（諸外国の
基準等も考慮した上での上場
基準の再設計）
 上場廃止基準の適正化（業績
要件ではなく時価総額等を基
準とする制度の形成）

新興市場に関する 3 つの論点に対する検討の方向性
（提言１）創薬等の先行投資型企業の健全な成長に資する上場制度の設計
1.

先行投資型企業の各市場への上場について、売上・利益の実績や黒字化に至るまでの見通しの提
示を不要とし、一定の条件を満たす投資家の投資・コミットメントを活用するプロセスを導入すること
等、香港等における制度改革を踏まえた実効的な制度設計を早急に実行すべき。

2.

新興市場の上場廃止基準について、先行投資型企業として上場した場合には、売上・利益基準では
なく一定規模の時価総額基準を適用すること等、流動性を担保しつつ、適切な企業価値評価を行う
ことにより、投資先行型企業の健全な成長を促進する実効的な制度設計を早急に実行すべき。

3.

上場後の先行投資型企業の健全な成長を可能とすべく、開示審査を軸とする米国の例も参考にしつ
つ、業績審査を軸とする引受審査のあり方の見直し、調達手法の多様化や手続きの簡素化を可能と
する制度設計等を着実に検討すべき。

（提言２）新興市場を支える国内外の機関投資家との対話の促進／呼び込み
1.

創薬型ベンチャーが、自らの企業価値を適切に発信し、国内外の機関投資家からの理解を促進できる
よう、米国の優良開示例も踏まえつつ、バイオベンチャーが開示すべきポイントを明確化すべき。また、
バイオベンチャーや VC と国内外の機関投資家の対話を活性化することを目的とし、バイオカンファレ
ンスの開催を目指すべき。

2.

上場後も含めた創薬等の先行投資型企業の資金調達環境を改善すべく、上場前後を跨いだ対話を
促進するための取組（フェア・ディスクロージャー・ルールの明確化等）について検討を実施すべき。ま
た、EIR 型の VC やクロスオーバーファンド等、創薬等の先行投資型ベンチャーの健全な成長に必要
な資金供給機能の強化に向けて、検討を実施すべき。

3.

上記の取組み等を通じて、機関投資家の創薬型ベンチャーに対する理解を深めつつ、出資者による
TOPIX 以外のベンチマークの設定や機関投資家による企業の成長に資する議決権の行使のあり
方等、運用面の課題を改善し、創薬型ベンチャーの健全な成長を後押しする環境を整備すべき。

（提言３）新興企業と国内外の機関投資家をつなぐ機能の強化
1.

米国ナスダックのバイオインデックスや S&P の METI Biotechnology 指数（仮称）を参考に、
早急にバイオインデックスの創設を検討すべき。将来的には ETF 等の金融商品につながることを見据
え、創薬型ベンチャーのパフォーマンス指標として、個人／機関投資家による健全な投資を促進すべき。

2.

米国投資家情報誌大手の Institutional Investors のアナリスト区分の動きも踏まえ、国内において
も、新興企業（バイオベンチャー）と成熟企業（大手製薬・医療機器）のセクターを区分し、アナリ
ストを評価する仕組みを導入することを検討すべき。

3.

非上場の創薬型ベンチャーに対し、Crunch base などの統計データベースへの登録や、IPEV ガイ
ドラインに基づいた開示を促進することで、国内外の投資家への情報発信を強化すべき。
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