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温度応答性細胞培養器材※を用いて細胞をシート状に回収する技術です。
この技術を用いて作製された細胞シートは、
従来の医療では治療困難であった疾患の治療を可能にすることが期待されます。
また、この技術は生体内のさまざまな組織、臓器の細胞を使用して
細胞シートを作製することができ、複数枚の細胞シートを積層化して
厚みのある組織・臓器を作製する研究も進んでいます。

未来の医療を支える再生医療技術

細胞シート工学とは

食道再生上皮シート

※温度を変化させることによって、酵素処理することなく培養した細胞をシート状に回収できる細胞培養器材

ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）による食道がん切除後の創傷治癒の促進、食道狭窄抑制を
目指して開発中の治療法です。口腔粘膜から採取した細胞を原料に、温度応答性細胞培養器材を
用いて細胞シート（食道再生上皮シート）を作製し、食道がん除去後の患部に移植します。

軟骨再生シート
患者本人の関節軟骨細胞を原料に、温度応答性細胞培養器材を用いて作製した細胞シート（自己
軟骨再生シート）を欠損した膝関節部分に移植し、硝子軟骨の再生を確認しています。この自己軟骨
再生シートは東海大学医学部付属病院にて先進医療Bとして実施することが承認されました。
今後は、先進医療で用いる細胞シートの製造を弊社で有償にて受託します。また、現在は同種細胞
（他人の細胞）を原料とした同種軟骨再生シートの開発にも取り組んでおります。
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タンパク質分解酵素不要で細胞を無傷に回収

CellShif ter™を細胞シート支持体
として用い、回収。

細胞シート
回収イメージ図

温度処理のみで細胞シートを回収 細胞の付着を完全抑制し、三次元培養が可能

UpCell ®

細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材

HydroCell ™
超低付着性細胞培養器材

RepCell ™ 細胞回収用温度応答性
細胞培養器材

●  細胞間接着の形成や変化をリアルタイムにモニタリング
●  リード化合物のin vitro薬理評価に最適

●  よりコンパクトなサイズで利用可能
●  cellZscope+へのアップグレードも可能

cellZscope+ / cellZscope2
細胞タイトジャンクション

リアルタイムモニタリングシステム
細胞タイトジャンクション

リアルタイムモニタリングシステム

cellZscopeE

当社の細胞培養センターにて、細胞シート製造や施設運営及び申請資料等作成に関連する受託事業を行っており
ます。「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に対応し、「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に
関する省令（GCTP省令）」に準拠した製造・品質管理体制で、経験豊富なスタッフによる、安全で高品質な製品や
サービスをご提供いたします。2018年11月には、最初の受託案件として、東京女子医科大学 先端生命医科学研究
所より同種歯根膜由来間葉系幹細胞シートの受託製造を受注致しました。
また、細胞シート受託製造に加え、製品の開発から製造販売に至るまでの各段階に応じた当局対応、承認申請書
作成、製造業・製造販売業許可取得、技術者の教育などを支援いたします。

再生医療研究者をはじめ、細胞に関する基礎研究者をサポートする
ユニークかつ強力なツールをご用意しています。細胞シートを作製
できる独自の細胞培養器材UpCell®、細胞を無傷で回収する
RepCell™、癌細胞やES細胞・iPS細胞の三次元培養が可能な
HydroCell™等の培養器材を提供しています。

再生医療を支えるラインナップ

再生医療支援周辺機器

細胞培養器材主なサービス内容

細胞シート製品の
製法開発・受託製造

24時間自動
モニタリングシステム

日本再生医療学会認定の
臨床培養士等、細胞培養の
エキスパートが多数所属

・ 細胞シート製品の製造受託
・ 細胞シート製品の製法開発
・ 細胞シートの品質試験等

・ 特定細胞加工物製造事業者の
許可申請・届出の支援

・ 手順書・基準書などの文書作成・
コンサルティング等

・ 細胞シート培養トレーニング
・ 細胞シート剥離トレーニング等

清浄度・室圧・温湿度・機器の
稼働状況等

再生医療支援事業
再生医療受託サービス

再生医療支援事業 1 2

羽田空港から車で

約20分

1 施設管理・申請支援2 細胞培養技術者教育3

2016年に完成した当社の細胞培養センターは、2017年3月に特定細胞加工物製造許可（施設番号：FA3160008）を
取得いたしました。2018年10月には「再生医療等製品製造業許可」を取得し、現在は再生医療等製品として細胞
シートの製造販売承認取得に向けた開発を進めております。

特徴

細胞培養センター

・ 治験製品製造受託（東京女子医科大学）
・ 技術移管
・ プロセスバリデーション
・ 細胞シート培養トレーニング受託　など

実績

管理体制 人材 アクセス
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■ 企業概要のご紹介
橋本－唐総経理、今日は日本まで
お越しいただきありがとうございます。
私どもセルシードとメタテック社は、
2017年の4月に提携の契約を締結
しました。今回はメタテック社に
ついて、いろいろとお伺いできればと
思います。
　まず会社のプロフィールについて
ご紹介いただけますでしょうか。
唐総経理－当社、メタテック社
（三顧股份有限公司）は1998年に
設立されました。電子部品に特化
した製品作りで優れた業績を達成し、

2004年6月に台湾店頭市場に店頭
公開しました。
　当社はこの20年間、Samtec社や
E-switch社、その他大手電子部品
企業の代理店として事業を展開して
きました。現在、Inventec社、Quanta
社、Delta社、Foxconn社、Lite-On社
をはじめ、顧客は世界中に広がって
います。
　本社は台湾の新台北市にあり、
香港、深圳、シンガポールには子会社が、
タイ、フィリピン、インドなどには支社
および事業所があります。
　また、当社はバイオメディカル分野に
進出するため、2013年8月に台北医科
大学の生物医学の専門家チームを
招聘しました。さらに、2017年4月に
日本のセルシードと提携し、細胞シート
工学の技術を台湾に導入するための
正式契約を結びました。また、関連

分野の開発を目的として多くの医療
機関との提携を開始しています。
　現在、台湾大学附属病院長の何弘
能氏、台北医科大学附設医院院長の
陳瑞杰氏、義大医科大学副学長の
楊智惠氏が当社の取締役に就任して
います。さらに、台杉投資の社長呉栄
義氏も社外取締役を務めています。
台杉投資は台湾政府が積極的に
支援する企業の一つです。また、台湾
政府主導基金の一つである行政院
国家発展基金が当社株式を4.79％
保有しております。ですから当社は、
台湾政府にサポートされている会社
であると言えます。

■ 再生医療業界に参入する動機
橋本－電子部品という全く違う
分野からライフサイエンスという
分野に軸足を移してこられて、さらに

再生医療という領域に入ろうと考え
られた理由はどこにあるのでしょうか。
唐総経理－はい。日本の日立や
パナソニックなどの企業は、すでに
再生医療関連の開発事業に着手して
いますが、台湾でも同様の動きがあり
ます。台湾でも再生医療は成長分野
として注目を集めており、台湾政府も
現在、この分野を積極的に支援して
います。
　台湾の医療は高い水準にあります
が、再生医療はまだ研究開発段階に
とどまっており実用化は未だ進んで
いません。当社はそこに世界に通用
する再生医療技術を導入すること
で、再生医療を支える新しいデバイス
や技術を大きく前進させ、新しい道を
拓いて患者さんの力になりたいと
考えています。

■ 台湾における医療の現状
橋本－台湾の方々は再生医療に
ついてどのような期待をもっている
のですか。
唐総経理－台湾でも医薬品や
外科手術を含め治療技術全般が
進歩したことで、多くの病気を治療
できるようになりました。しかし現在
でも、治療が困難な病気は残ってい
ます。
　台湾にはこれまで再生医療に
関する明確なルールがなかったため、
グレイゾーンで活動するクリニック
が数多く存在しました。こうした
クリニックは「細胞療法」と称し、
魔法のような治療効果をうたって
高額な治療費を請求していたのです。
　しかし、こうした治療の効果や
安全性は証明されておらず、患者
さんは高い治療費を払ったものの
期待通りの効果が得られないという
事態となっていました。
　台湾福利衛生部（日本の厚生労働
省に相当）は2018年9月、こうした

治療を必要とする人々の声に応え、
細胞治療技術の早期導入を図る
ため、「特定診断技術および医療
器材の応用に関する法律」を公布
しました。
　この法律には、再生医療について
「資格をもった医師、資格のある
病院、GTP*に適合する細胞培養
施設で行う」などの明確な要件が
定められています。こうしたことにより、
今後は再生医療のグレイゾーンが
消滅すると思われます。人々は、安全
かつ効果的な治療を適正な費用で
受けられるようになり、一般的な治療
とは異なる治療法を選択できるように
なると考えます。

■ 台湾の新しい再生医療関連法
　について
橋本－台湾でも再生医療の新法が
できたというお話でしたが、その法律
についてもう少しお話しいただけ
ますか。
唐総経理－台湾の再生医療関連
法は日本と同様、医療技術および
製品に関する法律があります。
　「特定診断技術および医療器材の
応用に関する法律」により、医療機関は
指定された規則に沿って治療計画を
立て、台湾衛生福利部規制担当部門
の承認を得た後、個々人の症状に
即した細胞治療を提供することが
可能になりました。
　一方、台湾衛生福利部食品薬物
管理署は2019年、「再生医療医薬品
管理規則」を発表する見込みです。
台湾立法院では現在、制定に先立つ
最終審議が行われています。
　この規則は運用に際して国際法
規則とその動向を参照し、「市販前の
レビューと市販後の調査」について、
厳格な条件を定めたライセンス
制度を設ける予定です。
　こうすることで、末期がんや、その

他の難病の人々の苦痛を和らげ、
同時に高齢者の生活の質を改善する
ことを最終目標に掲げています。
台湾の優れた医療環境を活かし、
将来的にアジアの細胞治療の中心地
となることができるよう取り組んで
いきます。
橋本－いまのお話を伺っていると、
2014年に改正された日本の「再生
医療等の安全性の確保等に関する
法律」と考え方が非常に似ていると
思いました。
　ちょうどメタテック社とセルシードが
コラボレーションをするこの時期に、
台湾でも新しい法律が施行される
のは非常にいいタイミングだと思い
ます。

■ 提携の詳細と現時点での
　進捗状況
橋本－現在、臨床試験の申請等を
始めておられますが、どのような進捗
なのか少しお話をしていただけます
でしょうか。
唐総経理－はい。台湾では2018年
12月に台湾衛生福利部に対し、食道
再生上皮シートの第3相臨床試験の
申請を行いました。
　また、軟骨再生シートについては、
台湾の著名な病院と、提携に向けた
協議を進めています。すでに台湾
大学附属病院、三軍総病院、台北
医学大学附属病院、新光記念病院、
義大病院、高雄栄民総病院、高雄
医学大学附属病院という7つの著名な
病院と提携契約を締結しました。
さらに12の著名な病院と提携する
見込みです。現在、「特定診断技術
および医療器材の応用に関する
法律」に沿って申請手続きを進めて
おります。

■ 台湾における一般の人々の反応
橋本－当社との契約からまだ1年半
くらいですが、順調に開発が進めら
れているということをお聞きして
私たちも大変嬉しく思っております。
　こうした私たちの2国間の提携に
ついて、台湾の方々はどのように見て
いらっしゃるのでしょうか。
唐総経理－日本ではセルシードを
中心に、細胞シートについて研究
開発が活発に進んでおります。我々
の技術移転が完了し、認可を取得
すれば、この技術を一つの選択肢と
して患者さんに提示できるようになり
ます。当社との提携を希望する病院
や医師が、短期間に、これほど多く
集まったのは、このような背景がある
からです。
　軟骨再生シートは、軟骨の再生

促進のために、特に医師と患者
さんの双方から高く期待されて
いる領域です。また、多くの臨床医が
自身の体験に基づき、細胞シートの
応用分野を提案しています。医師は、
日々臨床において患者さんと接する
中で、細胞シート再生医療技術が
さまざまな問題を解決できると
考えているのです。当社は、こうした
医師の方々の期待に応えていき
たいと考えています。

■ 今後の展望
橋本－では将来のことについても
伺いたいと思いますが、これから先、
メタテック社とセルシードで、どの
ような新たなビジネスアライアンスを
期待されておりますか。
唐総経理－当社は、新竹科学工業
園（新竹サイエンスパーク）に世界
クラスの研究開発・生産センターを
建設する計画です。最先端の自動化
された製造施設を導入し、各種技術
の開発を進めるとともに、プロフェッ
ショナルな人材の育成に努めていき
ます。
　セルシード社には、こうした当社の
取り組みに加わり、技術面での支援を
していただけるよう期待しています。
橋本－非常に大きな計画を立てて
いらして、その中で私たちもサポートに
留まらず、ぜひ一緒に新しい事業を
切り拓いていきたいと考えております。
　将来の計画についてもお聞かせ
いただきましたが、これから私たちは
手を取り合って、世界の再生医療の
発展のために貢献したいと思って
おりますが、そのことについて最後に
コメントをいただけますか。
唐総経理－当社は台湾において、
すでに多くの病院と先進的な提携
関係を確立しています。台湾の患者
さんや医師の方々に多くの選択肢
を提供できるよう、今後も新しい

医療技術や医療デバイスの研究開
発を継続していく所存です。
　さらに、こうした活動を足掛かり
に、セルシード社との協業を発展
させ、東南アジアや中国、そして欧州
およびその他の国々にも広げていき
たいと考えています。
橋本－ありがとうございます。セル
シードはまだまだ小さい会社では
ありますが、日本発、世界初の細胞
シート工学を世界に広めたいと常々
思っております。
　今回、台湾のメタテック社とこの
ようなパートナーを組むことができ、
そして将来に向けて提携を強化
できる機会をいただいて、私たちも
非常に嬉しく思っております。
　これからもどうぞよろしくお願い
します。本日はどうもありがとうござ
いました。謝謝。

台湾企業との
事業提携締結で大きく
進む実用化への道

橋本せつ子 唐 洪 徳
株式会社セルシード  代表取締役社長 三顧股份有限公司(メタテック)  取締役兼総経理

唐洪徳 Hung-Te Tang

チアデジアート社 取締役、台塩生技社 
主任、ファーイースタン航空 財務部部長
補佐、日盛国際商業銀行 取締役を経て、
現在、三顧股份有限公司(メタテック) 
取締役兼総経理。

Good Tissue Practiceの略。細胞など培養に
関する実験室の規範。

＊GTP

日本発、世界初の
細胞シート工学を世界へ
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台湾企業との業務提携
2017年に台湾の店頭公開企業であるMetaTech
（AP）Inc.と台湾での細胞シート再生医療事業導
出へ向けた事業提携契約を締結し、現在
MetaTech社の細胞シート製造・開発のサポート
を行っております。また、台湾以外のアジア諸国・
欧米への細胞シート再生医療事業展開を目指し、
海外企業との業務提携に向けた取り組みを続け
ております。

食道再生上皮
シートの
製造販売
承認申請 軟骨再生

シートの
治験開始に向けた
 開発加速

世界展開に向けた
事業提携推進

組織・インフラ
体制の構築

次期品目の
開発着手

再生医療
支援製品の

新開発・収益機会
獲得

中期経営計画（2019年-2021年）

細胞シート再生医療事業の
世界展開を目指して

■ 企業概要のご紹介
橋本－唐総経理、今日は日本まで
お越しいただきありがとうございます。
私どもセルシードとメタテック社は、
2017年の4月に提携の契約を締結
しました。今回はメタテック社に
ついて、いろいろとお伺いできればと
思います。
　まず会社のプロフィールについて
ご紹介いただけますでしょうか。
唐総経理－当社、メタテック社
（三顧股份有限公司）は1998年に
設立されました。電子部品に特化
した製品作りで優れた業績を達成し、

2004年6月に台湾店頭市場に店頭
公開しました。
　当社はこの20年間、Samtec社や
E-switch社、その他大手電子部品
企業の代理店として事業を展開して
きました。現在、Inventec社、Quanta
社、Delta社、Foxconn社、Lite-On社
をはじめ、顧客は世界中に広がって
います。
　本社は台湾の新台北市にあり、
香港、深圳、シンガポールには子会社が、
タイ、フィリピン、インドなどには支社
および事業所があります。
　また、当社はバイオメディカル分野に
進出するため、2013年8月に台北医科
大学の生物医学の専門家チームを
招聘しました。さらに、2017年4月に
日本のセルシードと提携し、細胞シート
工学の技術を台湾に導入するための
正式契約を結びました。また、関連

分野の開発を目的として多くの医療
機関との提携を開始しています。
　現在、台湾大学附属病院長の何弘
能氏、台北医科大学附設医院院長の
陳瑞杰氏、義大医科大学副学長の
楊智惠氏が当社の取締役に就任して
います。さらに、台杉投資の社長呉栄
義氏も社外取締役を務めています。
台杉投資は台湾政府が積極的に
支援する企業の一つです。また、台湾
政府主導基金の一つである行政院
国家発展基金が当社株式を4.79％
保有しております。ですから当社は、
台湾政府にサポートされている会社
であると言えます。

■ 再生医療業界に参入する動機
橋本－電子部品という全く違う
分野からライフサイエンスという
分野に軸足を移してこられて、さらに

再生医療という領域に入ろうと考え
られた理由はどこにあるのでしょうか。
唐総経理－はい。日本の日立や
パナソニックなどの企業は、すでに
再生医療関連の開発事業に着手して
いますが、台湾でも同様の動きがあり
ます。台湾でも再生医療は成長分野
として注目を集めており、台湾政府も
現在、この分野を積極的に支援して
います。
　台湾の医療は高い水準にあります
が、再生医療はまだ研究開発段階に
とどまっており実用化は未だ進んで
いません。当社はそこに世界に通用
する再生医療技術を導入すること
で、再生医療を支える新しいデバイス
や技術を大きく前進させ、新しい道を
拓いて患者さんの力になりたいと
考えています。

■ 台湾における医療の現状
橋本－台湾の方々は再生医療に
ついてどのような期待をもっている
のですか。
唐総経理－台湾でも医薬品や
外科手術を含め治療技術全般が
進歩したことで、多くの病気を治療
できるようになりました。しかし現在
でも、治療が困難な病気は残ってい
ます。
　台湾にはこれまで再生医療に
関する明確なルールがなかったため、
グレイゾーンで活動するクリニック
が数多く存在しました。こうした
クリニックは「細胞療法」と称し、
魔法のような治療効果をうたって
高額な治療費を請求していたのです。
　しかし、こうした治療の効果や
安全性は証明されておらず、患者
さんは高い治療費を払ったものの
期待通りの効果が得られないという
事態となっていました。
　台湾福利衛生部（日本の厚生労働
省に相当）は2018年9月、こうした

治療を必要とする人々の声に応え、
細胞治療技術の早期導入を図る
ため、「特定診断技術および医療
器材の応用に関する法律」を公布
しました。
　この法律には、再生医療について
「資格をもった医師、資格のある
病院、GTP*に適合する細胞培養
施設で行う」などの明確な要件が
定められています。こうしたことにより、
今後は再生医療のグレイゾーンが
消滅すると思われます。人々は、安全
かつ効果的な治療を適正な費用で
受けられるようになり、一般的な治療
とは異なる治療法を選択できるように
なると考えます。

■ 台湾の新しい再生医療関連法
　について
橋本－台湾でも再生医療の新法が
できたというお話でしたが、その法律
についてもう少しお話しいただけ
ますか。
唐総経理－台湾の再生医療関連
法は日本と同様、医療技術および
製品に関する法律があります。
　「特定診断技術および医療器材の
応用に関する法律」により、医療機関は
指定された規則に沿って治療計画を
立て、台湾衛生福利部規制担当部門
の承認を得た後、個々人の症状に
即した細胞治療を提供することが
可能になりました。
　一方、台湾衛生福利部食品薬物
管理署は2019年、「再生医療医薬品
管理規則」を発表する見込みです。
台湾立法院では現在、制定に先立つ
最終審議が行われています。
　この規則は運用に際して国際法
規則とその動向を参照し、「市販前の
レビューと市販後の調査」について、
厳格な条件を定めたライセンス
制度を設ける予定です。
　こうすることで、末期がんや、その

他の難病の人々の苦痛を和らげ、
同時に高齢者の生活の質を改善する
ことを最終目標に掲げています。
台湾の優れた医療環境を活かし、
将来的にアジアの細胞治療の中心地
となることができるよう取り組んで
いきます。
橋本－いまのお話を伺っていると、
2014年に改正された日本の「再生
医療等の安全性の確保等に関する
法律」と考え方が非常に似ていると
思いました。
　ちょうどメタテック社とセルシードが
コラボレーションをするこの時期に、
台湾でも新しい法律が施行される
のは非常にいいタイミングだと思い
ます。

■ 提携の詳細と現時点での
　進捗状況
橋本－現在、臨床試験の申請等を
始めておられますが、どのような進捗
なのか少しお話をしていただけます
でしょうか。
唐総経理－はい。台湾では2018年
12月に台湾衛生福利部に対し、食道
再生上皮シートの第3相臨床試験の
申請を行いました。
　また、軟骨再生シートについては、
台湾の著名な病院と、提携に向けた
協議を進めています。すでに台湾
大学附属病院、三軍総病院、台北
医学大学附属病院、新光記念病院、
義大病院、高雄栄民総病院、高雄
医学大学附属病院という7つの著名な
病院と提携契約を締結しました。
さらに12の著名な病院と提携する
見込みです。現在、「特定診断技術
および医療器材の応用に関する
法律」に沿って申請手続きを進めて
おります。

■ 台湾における一般の人々の反応
橋本－当社との契約からまだ1年半
くらいですが、順調に開発が進めら
れているということをお聞きして
私たちも大変嬉しく思っております。
　こうした私たちの2国間の提携に
ついて、台湾の方々はどのように見て
いらっしゃるのでしょうか。
唐総経理－日本ではセルシードを
中心に、細胞シートについて研究
開発が活発に進んでおります。我々
の技術移転が完了し、認可を取得
すれば、この技術を一つの選択肢と
して患者さんに提示できるようになり
ます。当社との提携を希望する病院
や医師が、短期間に、これほど多く
集まったのは、このような背景がある
からです。
　軟骨再生シートは、軟骨の再生

促進のために、特に医師と患者
さんの双方から高く期待されて
いる領域です。また、多くの臨床医が
自身の体験に基づき、細胞シートの
応用分野を提案しています。医師は、
日々臨床において患者さんと接する
中で、細胞シート再生医療技術が
さまざまな問題を解決できると
考えているのです。当社は、こうした
医師の方々の期待に応えていき
たいと考えています。

■ 今後の展望
橋本－では将来のことについても
伺いたいと思いますが、これから先、
メタテック社とセルシードで、どの
ような新たなビジネスアライアンスを
期待されておりますか。
唐総経理－当社は、新竹科学工業
園（新竹サイエンスパーク）に世界
クラスの研究開発・生産センターを
建設する計画です。最先端の自動化
された製造施設を導入し、各種技術
の開発を進めるとともに、プロフェッ
ショナルな人材の育成に努めていき
ます。
　セルシード社には、こうした当社の
取り組みに加わり、技術面での支援を
していただけるよう期待しています。
橋本－非常に大きな計画を立てて
いらして、その中で私たちもサポートに
留まらず、ぜひ一緒に新しい事業を
切り拓いていきたいと考えております。
　将来の計画についてもお聞かせ
いただきましたが、これから私たちは
手を取り合って、世界の再生医療の
発展のために貢献したいと思って
おりますが、そのことについて最後に
コメントをいただけますか。
唐総経理－当社は台湾において、
すでに多くの病院と先進的な提携
関係を確立しています。台湾の患者
さんや医師の方々に多くの選択肢
を提供できるよう、今後も新しい

医療技術や医療デバイスの研究開
発を継続していく所存です。
　さらに、こうした活動を足掛かり
に、セルシード社との協業を発展
させ、東南アジアや中国、そして欧州
およびその他の国々にも広げていき
たいと考えています。
橋本－ありがとうございます。セル
シードはまだまだ小さい会社では
ありますが、日本発、世界初の細胞
シート工学を世界に広めたいと常々
思っております。
　今回、台湾のメタテック社とこの
ようなパートナーを組むことができ、
そして将来に向けて提携を強化
できる機会をいただいて、私たちも
非常に嬉しく思っております。
　これからもどうぞよろしくお願い
します。本日はどうもありがとうござ
いました。謝謝。

橋本 せつ子 はしもと せつこ

1984年ヘキストジャパン、1991年ファル
マシアバイオテク、1998年ビアコアを
経て、2008年バイオビジネスブリッジを
設立。2009年スウェーデン大使館投資部
主席投資官。2014年3月当社取締役副
社長を経て同年6月代表取締役社長。

Mission
価値ある、革新的な
再生医療をリードし、
世界の医療に
貢献します。

Vision
細胞シートビジネス

プラットフォームを確立して、
最良の製品を
世界に届けます。
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連結損益

創業以来、初の黒字化を達成

セルシードの財務状況

売上高（百万円） 現預金及び有価証券（百万円） 販売費及び一般管理費（百万円） 研究開発費（百万円）

2018年度 通期
（2018年1月1日～2018年12月31日）

売上高
販売費及び一般管理費
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益

2016年度 2017年度 2018年度

85100

1,350

1,0571,026 1,056
1,075

1,494

854

564

432

1,065

2016年度 2017年度 2018年度
0

300

600

900

1,200

1,500

2016年度 2017年度 2018年度
0

300

600

900

1,200

1,500

0

300

600

900

1,200

1,500

2016年度 2017年度 2018年度
0

300

600

900

1,200

1,500

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,026百万円
・・・・・・・・・・・・・・・854百万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140百万円
・・・・・・129百万円

連結財政状況
2018年度末
（2018年12月31日時点）

総資産
現預金及び有価証券
負債
純資産

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,586百万円
・・・・・・・・・・・・・・・・1,057百万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174百万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,411百万円

役員一同、一丸となって事業活動に邁進する所存ですので、なお一層の
ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

役 員

取締役
最高財務
責任者

小野寺 純

社外取締役

大江田 憲治

社外取締役

田路 則子

常勤監査役

砂押 正己

社外監査役

山口 十思雄

社外監査役

廣瀬 真利子

2017・2018年実績と中期経営計画（2019年-2021年）
損益目標数値

2020年12月期（目標）

2021年12月期（目標）

（単位：百万円、表記：百万円未満切り捨て）

（単位：百万円、表記：百万円未満切り捨て）

（単位：百万円、表記：百万円未満切り捨て）

350

2019年12月期（計画） 300

2018年12月期（実績） 1291401401,026

2,000

2017年12月期（実績）

親会社株主に
帰属する

四半期純利益
経常利益営業利益売上高

△966△964△956

△1,100

△1,300

300 300 225

△1,300 △1,300

△1,100 △1,100

85

セルシードの経営陣

成長への第一歩事業化に向け、新たなスタート

Point

代表取締役
社長

橋本 せつ子

細胞シート再生医療事業では、台湾企業（MetaTech社）と細胞シート再生医療事業に関する2017年４月に締結した
台湾での独占的事業提携契約に基づく2018年12月期セグメント売上高は960百万円となりました。再生医療支援事業
において、2018年12月期セグメント売上高は66百万円と2017年12月期セグメント売上高69百万円とほぼ同水準の
推移でした。また、支出面では、開発業務委託費用や細胞培養施設の維持費用等が当初想定を下回りました。
上記のような結果、2018年12月期の売上高は1,026百万円、営業利益は140百万円、経常利益は140百万円、親会社
株主に帰属する当期純利益は129百万円となり、創業以来初の黒字化を達成しました。
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会社データ
会社概要 2019年4月1日現在

会 社 名 株式会社セルシード（CellSeed Inc.）

決 算 月 12月

上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQグロース（7776）

子 会 社 セルシード スウェーデン株式会社
（CellSeed Sweden AB）

設 立 2001年5月

役 員 代表取締役社長
取締役　最高財務責任者
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

橋本 せつ子
小 野 寺  純
大江田 憲治
田 路  則 子
砂 押  正 己
山口  十思雄
廣瀬 真利子

主 な 事 業 内 容 細胞シート再生医療事業
再生医療支援事業

本 社 所 在 地 〒135-0064
東京都江東区青海二丁目5番10号
テレコムセンタービル 東棟15階

株式情報 2018年12月31日現在

株主メモ

発行可能株式総数・・・・・35,537,600株
・・・・・11,459,419株発行済株式の総数

株主数・・・・12,522名
・・・100株単元株式数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・決算期 12月31日
・・・・・・・・・・・・・・定時株主総会 3月

・・・・・・配当金受領株主確定日 12月31日（中間配当を行う場合は6月30日）
・・・・・・・・・・・・株主名簿管理人

及び特別口座管理機関
（連絡先・照会先）

株式会社アイ・アール ジャパン
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部
〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 

霞が関ビル26階
電話：0120-975-960（通話料無料）

沿 革

2001.5

設立
細胞シート工学に基づく研究開発を
主な目的として、東京都新宿区に（株）
セルシードを設立

ジャスダック証券取引所に
株式上場
現東京証券取引所JASDAQグロース

2004.1

2007.9

2008.2

温度応答性細胞培養器材等
販売開始
細胞回収用温度応答性細胞培養器材
RepCell™、超低付着性細胞培養器材
HydroCell™の販売を開始

2010.3

2015.5

2016.1

2016.8

2017.2

2017.3

2017.4

電子公告掲載 URL：https://www.cellseed.com/index.html
（ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。）

（注）自己株式（154株）は、
個人・その他に含んでいます。

（ご注意）

1.株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種
お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座
管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を
開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿
管理人（株式会社アイ・アール ジャパン）ではお取り扱いできま
せんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきまし
ては、特別口座管理機関（株式会社アイ・アール ジャパン）に
お問合せください。

所有者別株式分布状況

外国法人等1
金融機関2
個人・その他3
その他の法人4
金融商品取引業者5

1 354千株
3.09％

21千株
0.18％

2

10,103千株
88.17％

3

507千株
4.42％

4

472千株
4.12％

5

現在に至る

細胞シート回収用温度応答性
細胞培養器材UpCell®の
国内販売開始

温度応答性細胞培養器材の
海外での販売開始

セルシード スウェーデン（株）を
ストックホルムに設立

東京都江東区（現在地）に
本社を移転

日本で食道再生上皮シートの
治験開始

食道再生上皮シートが
「先駆け審査指定制度」
対象品目に指定

特定細胞加工物製造許可の取得

2018.10 再生医療等製品製造業許可の取得

2018.11 再生医療受託サービス開始

台湾のMetaTech（AP） Inc.
との事業提携契約締結


