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 ■要 旨 

今、世界中でコロナウィルスが流行している。また、認知症の増加や急ピッチで進む高

齢化など様々な医療問題があり、人々の生活に大きな負担となって、かかわってくるこ

とも増えてくるのではないのだろうか。そんな医療問題を改善しようと、新たな医薬品

の開発や AI技術を用いた医療機器が開発されているほか、遠隔医療などで幅広い医療を

展開することで気軽に診療がしやすく、今までの診療形態とは異なるやり方で診療され

ているケースも増え、医療業界が大きく変わろうとしている。そこで、今の医療業界を

知るべく、私たちはたくさんの上場企業を調べることにした。 
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《STEP1》 

【基礎学習（必須）】 

 

１ 私たちの生活に必要な財やサービスを（［1］生産 ）し、（［2］流通）させ、（［3］消

費）することを経済という。財やサービスには、代金を払った人だけが消費を独占でき

る（［4］私的財）と、政府が税金等を使って提供する（［5］公共財）とがある。 

 

２ 経済活動を行う主な主体には、消費の主体である（［6］家計）、生産・流通の主体であ

る（［7］企業）、行政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整する（［8］

政府）がある。 

 

３ 成年年齢の引き下げに関する次の説明文のうち、誤っているものは？ （［9］b ） 

 ａ．成年年齢の 18歳への引き下げに先立って、選挙権年齢の引き下げが行われた。 

ｂ．成年年齢の引き下げに伴い、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限も 

引き下げられた。 

ｃ．親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、高額商品を買うためのローンを組ん 

だりできるようになる。 

 ｄ．成年年齢引き下げ後は、いったん結んだ契約を取り消すことができる「未成年取消 

権」の行使はできなくなる。 

 

４ 日本の人口の年齢構成の推移を見ると、総人口に占める 65 歳以上人口の割合を示す

（［10］高齢化率）は上昇傾向にあり、2000年の 17.4％から 2018年には（［11］28.1）％

まで増加している。 

 

５ 日本では、「働き方改革関連法」が成立し、2020年 4月から、同じ企業・団体で働く正

規雇用労働者と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、派遣労働者等）の間で不合理な待

遇差を設けることを禁止する（［12］同一労働、同一賃金）の導入が進められている。 

 

６ 「仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の

解決を両立する社会」として注目されている未来社会（［13］Society5.0）を実現するた

めの主な中核技術に、「IoT(internet of Things)」と（［14］人工知能 AI）がある。 

 

７  グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？ （［15］ｄ） 

ａ．貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国 

内の生産者にとってもメリットになる。 

  ｂ．グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。 

ｃ．「環太平洋経済連携協定（TPP）」は、アメリカの離脱により各国の署名が遅れている。 

  ｄ．近年の日本の国際収支をみると「投資収益」が大幅な黒字を計上している。 
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８  「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17の目標のうち、今回、グループで設定した投資 

テーマと特に関連が深い目標を挙げ（３つ以内）、その主な理由を記述してください。 

 

９  「ESG投資」で重視する３つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか？ 

（［16］b） 

ａ．環境 ― 科学 ― 成長 

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治  

ｃ．効率 ― 公正 ― 企業統治  

 

10  ＧＤＰ（国内総生産）に関する次の説明文のうち、誤っているものは？ （［17］a） 

 ａ．ＧＤＰとは、一定期間に国民全体として生産したモノやサービスの付加価値の合計 

額をさす。 

ｂ．ＧＤＰとは、一定期間に国内で生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。 

ｃ．実質ＧＤＰとは、名目ＧＤＰから物価の変動による影響を差し引いたものである。 

ｄ．2019年(暦年)の日本のＧＤＰの額は、名目ＧＤＰが実質ＧＤＰを上回っている。 

 

11  株式投資のリスクを少なくする方法には、（［18］投資先）を分散させることや、投資

する（［19］時間）を分散することなどがある。  
 

12  「投資信託(ファンド)」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？（［20］c） 

ａ．投資信託は、分散投資の考え方から生まれた金融商品の一つである。 

ｂ．投資信託では、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用している。 

ｃ．投資信託では、それぞれの投資家からの要望を受けて投資先の選定を行っている。 

ｄ. 投資信託は、元本が保証されている金融商品ではない。  

 

13 次のうち、現在の企業価値（株価）が割高か割安かを判断するための指標は？ 

（［21］ ）  

ａ．ＲＯＥ   ｂ．自己資本比率   ｃ．純利益   ｄ．ＰＥＲ  

 

14  「日経アジア 300」は、アジアの 11 の国・地域を対象に、（［22］時価総額）、（［23］

成長性）などを基準に選定した約 300社の有力企業で構成されている。  

 

関連の深い SDGs の目標 その主な理由 

3 すべての人に健康と福祉を 私たちのテーマが医療で、発展途上国の医療につ

いても触れているから。 

9 産業と技術革新の基盤をつくろ

う 

医療機器の技術革新と発展途上国への医療機器の

進展にふれているから。 

10 人や国の不平等をなくそう 医療の普及と医療技術の進歩が、人や国の格差や

不平等をなくすから。 
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《STEP2》 

 

１．暮らしや社会の変化と経済との関係 

【１－１】私たちが直面している様々な社会的課題と経済や企業活動への影響 

課題 選んだ理由 経済や企業活動への影響 

医療技術の進歩 新型コロナウィルスの拡大や

認知症の増加で医療技術の進

歩が社会の最優先課題となっ

ているから。 

新型コロナウィルスのワクチン

などの医薬品開発やＡＩ技術や

遠隔医療といったデジタル時代

に沿った企業活動が求められる。 

 

 

２．投資テーマの決定 

【２－１】関連記事 

分野・企業 日付 出所 内容（概要） 選んだ理由 

小野薬品工業 

10 月

1日 

会社四季報

（東洋経済

新社） 

がん治療薬「オブシーボ」

が注目されている。 

身近な病気である

癌の問題を解決で

きるから。 

ニプロ 

10 月

1日 

会社四季報

（東洋経済

新社） 

医療器具大手で透析関連機

器が拡大。 

医療機器では、地

元の近くの大館市

に工場があり、興

味を持ったから。 

 

【２－２】投資テーマの社会的意義 

＜投資テーマ＞ 医療の未来と日本企業 

＜テーマの社会的意義＞日本企業が、最近流行している新型コロナウィルスや急ピッチ

で進んでいる高齢化など様々な医療問題にどのように目を向け、どんな医薬品や医療機

器を開発し、医療の未来を切り拓いていこうとしているのかを展望する。 
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３．ポートフォリオの作成 

【３－１】スクリーニング及びポートフォリオ 

＜第１スクリーニング＞  

『会社四季報』+各社ＨＰから７７社→財務スクリーニング 

 

【成長率】①売上高成長率（前年比 ％）→収入は増加したのか？減少したのか？ 

②営業利益成長率（前年比 ％）→利益は増加したのか？減少したのか？ 

 

【収益性】③ＲＯＥ（自己資本利益率 ％）→自己資本を効率的に使って稼ぐ力 

④売上高営業利益率（％）→本業で稼ぐ力 

 

【安定性】⑤自己資本比率（％） 

 

[分析集計方法]・・・各指標のデータで順位をつけて点数をつけていく。 

 

１位～１０位 １０点 

１１位～３０位 ７点 

３１位～５０位 ５点 

５１位～６０位 ３点 

６１位～７７位 １点 

 

【成長性】【収益性】【安定性】の項目は上記①～⑤の５つ→５０点満点 

 

＜第２スクリーニング＞ 定性スクリーニング 

【企業ビジョン】 

Ｗｅｂで企業のホームページの「企業情報」「経営理念」「社長メッセ―ジ」などから、テ

ーマに相当するキーワードや考え方がどれだけ反映されているか？ 

コロナ対策 ５点 

社会貢献 ５点 

成長性（医療面） ５点 

独自性 ５点 

計 ２０点 

 

[採点の指標] 

とても良い ５点 

やや良い ４点 

普通 ３点 

やや不足 ２点 

まったく不足 １点 
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【３－２】投資企業 

［ポートフォリオ（ファンド）名］ メディカル インベスター                    

 

 

 

【企業データ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 証券コード 上場 業種 企業名 取得株価(11月２日）[円] 購入株数 購入金額[円] 組入比率

1 4586 マザーズ 医薬品 メドレックス 235 1 235 0.00%

2 4591 マザーズ 医薬品 リボミック 367 1 367 0.01%

3 4583 マザーズ 医薬品 カイオム・バイオサイエンス 220 10 2,200 0.04%

4 4519 東証１部 医薬品 中外製薬 4,073 269 1,095,637 21.92%

5 4557 ＪＱ 医薬品 医学生物学研究所 4,583 200 916,600 18.34%

6 2413 東証１部 サービス エムスリー 7,182 132 948,024 18.96%

7 4574 東証１部 医薬品 大幸薬品 1,898 25 47,450 0.95%

8 4599 マザーズ 医薬品 ステムリム 775 2 1,550 0.03%

9 4572 ＪＱ 医薬品 カルナバイオサイエンス 1,184 100 118,400 2.37%

10 4563 マザーズ 医薬品 アンジェス 1,128 3 3,384 0.07%

11 4568 東証１部 医薬品 第一三共 2,856 330 942,315 18.85%

12 4588 マザーズ 医薬品 オンコリスバイオファーマ 1,655 59 97,645 1.95%

13 4597 マザーズ 医薬品 ソレイジアファーマ 142 13 1,846 0.04%

14 4594 マザーズ 医薬品 ブライドパス・バイオ 212 193 40,916 0.82%

15 7575 東証１部 医薬品 日本ライフライン 1,332 51 67,932 1.36%

16 4592 マザーズ 医薬品 サンバイオ 1,658 2 3,316 0.07%

17 4528 東証１部 医薬品 小野薬品工業 3,031 100 303,100 6.06%

18 4570 ＪＱ 医薬品 免疫生物研究所 559 25 13,975 0.28%

19 4587 東証１部 医薬品 ぺプチドリーム 4,910 80 392,800 7.86%

20 4571 マザーズ 医薬品 ナノキャリア 357 4 1,428 0.03%

4,999,120 100%

880

5,000,000

ポートフォリオ金額合計

残金

日経STOCKリーグ設定金額上限

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 1

営業利益成長率 7 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 10 成長性 3

売上高営業利益率 10 独自性 5

安定性 自己資本比率 10

企業理念＆キャッチコピー4586　メドレックス

(東京マザーズ)　【医薬品】

◦独自の経皮吸収型製剤技術を基に新たな医薬品を生み出す

成長性

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

経皮吸収技術を始めとする製剤技術をもって、画期的新薬を開発し、

全世界の人々の健康とQOLの向上に貢献します。

13/20 60/70収益性

財務評価

47/50

企業ビジョン評価

米国治験3相終了、20年内申請目指す期待の神経疼痛治療薬でデ・ウエスタン・セラピテクス研究所と販

売パートナー探索等で協業。継続前提に重要事象。



  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 5

営業利益成長率 5 社会貢献 3

ROE(自己資本利益率) 10 成長性 3

売上高営業利益率 10 独自性 3

安定性 自己資本比率 10

◦RNA(リボ核酸)を利用した分子標的薬(アプタマー医薬)を開発

◦創薬技術「RiboARTシステム」を活用して、疾患や標的タンパク質に限定され

ない様々な新薬を創製する創薬事業を展開している

ウイルス表面のたんぱく質と人の細胞の結合阻害を期待できるアプタマー医薬を社外と共存で開発予定。

(新型コロナウイルス治療薬)

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

45/50 14/20 59/70収益性

4591　リボミック 企業理念＆キャッチコピー

(東京マザーズ)　【医薬品】 Unmet Medical Needs（未だに満足すべき治療法のない疾患領域の医療ニーズ）に応える

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 3

営業利益成長率 3 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 10 成長性 4

売上高営業利益率 10 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

56/70収益性

◦独自開発した抗体作製技術「ADLib®システム」を持つ

がん治療用候補抗体CBA-1535は日本で4月に特許取得し知財基盤を強化、米国や欧州、中国でも出願

中。

新型コロナに対する抗体作製案件を受託。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

40/50 16/20

4583　カイオム・バイオサイエンス 企業理念＆キャッチコピー

(東京マザーズ)　【医薬品】 医療のアンメットニーズに創薬の光を

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 成長性 4

売上高営業利益率 7 独自性 3

安定性 自己資本比率 7

成長性

38/50 17/20 55/70収益性

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

◦抗がん剤・骨・関節領域に強い

◦独自の抗体エンジニアリング技術の確立

新型コロナ重症肺炎向けに自社創薬「アクテムラ」の治験3相を国内外で開始、7月以降に結果判明予

定。

海外販売増なら輸出に加えロイヤルティ拡大に寄与。

財務評価 企業ビジョン評価

4519　中外製薬 企業理念＆キャッチコピー

(東京１部)　【医薬品】 革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献します

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 成長性 5

売上高営業利益率 5 独自性 5

安定性 自己資本比率 5

4557　医学生物学研究所 企業理念＆キャッチコピー

(JASDAQ　スタンダード)　【医薬品】 革新的な診断技術で人々の健康と医療の発展に貢献します。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

◦臨床検査薬・研究用試薬製造

◦自社の根幹技術「モノクローナル抗体作製技術」

◦難易度の高い抗体の作製、高品質化といった抗体開発技術の高度化を継続的に

行っている。

新型コロナウイルスの唾液で測定するPCR検査試薬など需要対応。免疫疾患薬の効果予測体外診断薬育

成。

中国向け自己抗体検査試薬は年度内開発目標。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 20/20 54/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 成長性 4

売上高営業利益率 7 独自性 4

安定性 自己資本比率 7

◦医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援 ソニー、ドコモと医療機関、患者向けIOT活用などで協業検討。

医療クラウドのベンチャーとAI画像診断で提携。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

35/50 18/20 53/70収益性

2413　エムスリー 企業理念＆キャッチコピー

(東京１部)　【サービス】
インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を一人でも増やし、

不必要な医療コストを一円でも減らす事

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 10 社会貢献 3

ROE(自己資本利益率) 5 成長性 5

売上高営業利益率 7 独自性 4

安定性 自己資本比率 7

◦止瀉薬「正露丸」で知名度が高い

◦自社の特許技術を活かした製品を企画・開発

台湾子会社を通じ現地販売代理店のEC事業を承継、SNS活用販促に注力し市場深耕狙う。

クレベリンは空間除菌に加え、手指消毒品など周辺領域を注力。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

36/50 17/20 53/70収益性

4574　大幸薬品 企業理念＆キャッチコピー

(東京１部)　【医薬品】
大幸薬品は「自立」、「共生」、「創造」を基本理念とし、

世界のお客様に健康という大きな幸せを提供します。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 1 コロナ対策 1

営業利益成長率 10 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 7 成長性 4

売上高営業利益率 10 独自性 5

安定性 自己資本比率 10

◦再生誘導医薬(怪我や病気により損傷し機能を失った生体組織の機能的再生・

治癒

を促進する医薬品)の研究開発

表皮水疱症治療薬は治験2相終了で導入先が承認申請準備。急性期脳梗塞薬も導入先で治験2相進む。新

規ペプチド等の治験開始目指し非臨床試験推進。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 15/20 53/70収益性

4599　ステムリム 企業理念＆キャッチコピー

(東京マザーズ)　【医薬品】 再生誘導で難治性疾患を克服する

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 1

営業利益成長率 3 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 10 成長性 5

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

◦キナーゼタンパク質の販売や受託試験など

◦独自の研究技術基盤を構築

血液がん治療薬の中華圏での開発・販売権を中国バイオノバ社に供与、開発・販売次第で最大対価215憶

円。

血液がん治療薬治験先を米国から欧州に変更。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

37/50 15/20 52/70収益性

4572　カルナバイオサイエンス 企業理念＆キャッチコピー

(JASDAQ　グロース)　【医薬品】 カルナバイオサイエンスは人々の生命を守り、健康に貢献することを目指します

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 1 コロナ対策 5

営業利益成長率 5 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 10 成長性 3

売上高営業利益率 10 独自性 4

安定性 自己資本比率 10

◦遺伝子治療薬を核に核酸医薬など開発多彩

大阪大学と新型コロナのDNAワクチンを共同開発、製造はタカラバイオが担当。当初の秋から7月治験入

りへ

前倒しも。日本医療研究開発機構から研究費20億円を獲得。継続前提に重要事象。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

36/50 16/20 52/70収益性

4563　アンジェス 企業理念＆キャッチコピー

(東京マザーズ)　【医薬品】
生命が長い時間かけて獲得した遺伝子の力を借りて画期的な遺伝子医薬を開発・実用化し、

人々の健康と希望にあふれた暮らしの実現に貢献します。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 5 成長性 5

売上高営業利益率 5 独自性 5

安定性 自己資本比率 3

4568　第一三共 企業理念＆キャッチコピー

東京１部　【医薬品】
革新的医薬品を継続的に創出し多様な医療ニーズに応える医薬品を提供することで、世界中の人々の健康

で豊かな生活に貢献する。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

国内製薬大手。循環器と感染症の薬に強い。がんに注力しており独自の抗体薬複

合体技術を用いている。

遺伝子治療薬の米ベンチャーと提携し、自社工場へ製造技術移転を進め、次世代創薬に備えている。国内

「エンハーツ」は胃がん適応で5月に申請、年内認証取得予定。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

30/50 20/20 50/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 4

営業利益成長率 1 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 4

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

4588　オンコリスバイオファーマー 企業理念＆キャッチコピー

（東京マザーズ）【医薬品】
ウイルス学に立脚した創薬技術を駆使して、がんや重症感染症の治療法に”イノベーション”を起こし、世

界の医療に貢献したい。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

腫瘍溶解ウイルス技術を使うがん治療薬、がんマーカーを開発。B型肝炎など重

症感染症治療薬もある。ウイルス学に立脚した独自の創薬を推進している。

腫瘍溶解ウイルスは米国（食道がんの医師主導治験２相）でオーファン指定。中国ハンルイ社と提携解

消。ＨＩＶ薬は非感染症適応で２０年内をめどに導出先を検討している。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

32/50 18/20 50/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 コロナ対策 3

営業利益成長率 1 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 5

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

4597　ソレイジア・ファーマ 企業理念＆キャッチコピー

（東京マザーズ）【医薬品】 私たちは、挑み続ける。共に、輝くために。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

がん領域が主眼の創薬ベンチャー。候補物質の開発権導入による臨床開発が主

体。独自の「情報収集力」と「目利き」を駆使して欧米及び日本の製薬企業や製

薬ベンチャー企業からがん領域の有望な新製品候補を導入する。

末梢神経障害改善剤の国際共同治験３相で一部に重度アレルギーがあったため治験を早期終了し、データ

を解析後方針決定。九州大学発アドベンチャーとＲＮＡ編集で創薬研究。。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

32/50 18/20 50/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 1 コロナ対策 1

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 10 成長性 5

売上高営業利益率 10 独自性 3

安定性 自己資本比率 10

4594　ブライトパス・バイオ 企業理念＆キャッチコピー

（東京マザーズ）【医薬品】
私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世

界を実現します。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

久留米大学発創薬ベンチャー。ペプチドワクチン、遺伝子変異ワクチン等、がん

免疫療法に集中している。細胞医薬や抗体医薬といった形態まで、がんの免疫療

法の開発領域を拡げている。

iPS細胞を使った免疫細胞療法による頭頸部がんの医師主導治験は上期中に開始へ。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 12/20 50/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 3

営業利益成長率 5 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 5

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 5

75751　日本ライフライン 企業理念＆キャッチコピー

（東京１部）【卸売業】 最新最適な医療機器を通じて健康社会の実現に貢献する

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

医療機器輸入商社。ペースメーカーなど心臓領域が得意分野。EPカーテル等を

自社生産している。
導入元が次世代内視鏡レーザーアブレーション装置の米国承認取得。国内では21年度上期販売開始

財務評価 企業ビジョン評価を目指す。リズム機器としてEPの新設の不整脈事業本部に統合。

成長性

31/50 18/20 49/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 1 コロナ対策 1

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10 成長性 5

売上高営業利益率 10 独自性 5

安定性 自己資本比率 5

4592　サンバイオ 企業理念＆キャッチコピー

（東京マザーズ）【医薬品】 再生医療を患者さんのそばに、そんな未来を作りたい

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

中枢神経系疾患領域の再生細胞薬を開発するバイオベンチャー。独自の再生細胞

薬を開発している。

製造委託先への技術移転など課題克服し、外傷性脳損傷細胞薬の20年内申請に全力を尽くしている。眼

科疾患向けで提携、中国新興企業に中華圏での開発・販売権供与。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

33/50 16/20 49/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 コロナ対策 5

営業利益成長率 7 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 5 成長性 4

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

4528　小野薬品工業 企業理念＆キャッチコピー

（東京１部）【医薬品】 病気と苦痛に対する人間の闘いのために

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

医療用医薬品専業の中堅。自社開発品が多く、独創的な医薬品の開発を目指して

いる。先駆的がん免疫阻害剤「オプシーボ」が成長牽引している。
新型コロナ薬候補に自社開発の膵炎治療薬「フォイパン」が浮上し、治験開始を検討している。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

31/50 18/20 49/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 1 コロナ対策 1

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 5

売上高営業利益率 7 独自性 5

安定性 自己資本比率 7

4570　免疫生物研究所 企業理念＆キャッチコピー

（JASDAQ）【医薬品】 世界で難病に苦しむ人々が1日も早く病気を克服し明るく豊かな暮らしを営めるように貢献する

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

研究用試薬の販売・受託を行っている。遺伝子の組み換えカイコで、抗HIV抗体

などを研究。化粧品事業を育成している。

筋ジストロフィーの診断・病態モニタリングマーカーは10月承認申請を目指している。製造を担当する

難聴、めまいの診断メーカーは権利譲渡先が国内申請準備している。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

32/50 16/20 48/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 4

営業利益成長率 1 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 4

売上高営業利益率 5 独自性 5

安定性 自己資本比率 10

4587　ペプチドリーム 企業理念＆キャッチコピー

（東京１部）【医薬品】 ペプチドリームは、革新的な創薬で医療に貢献します。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

基盤技術PDPSで特殊環状ペプチド医薬品候補を大手製薬と創生、技術供与して

いる。自社創薬もしている。

ペプチドの製販会社を三菱商事と設立。細胞培地の既存成長因子からの代替えを狙う。参天製薬との共同

研究開発が収入発生基準に到達。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

30/50 18/20 48/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 コロナ対策 5

営業利益成長率 1 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 7 成長性 3

売上高営業利益率 10 独自性 2

安定性 自己資本比率 10

4571　ナノキャリア 企業理念＆キャッチコピー

（東京マザーズ）【医薬品】 ナノテクノロジーを用いて、新たな価値を創造し、人々の健康と幸福に貢献します。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

がん領域に特化した創薬アドベンチャー。抗がん剤や核酸などの薬剤のDDS医薬

品開発に取り組んでおり、超微細な「ミセル化ナノ粒子」で副作用が少ない新薬

を目指している。

卵巣がん薬は、導入元企業の国際共同3組の中間解析良好結果を受け、当社も20年内に国内で臨床試験開

始を目指す。欧米2相の頭頸部がん薬は安全性に手ごたえ、有効性確認段階への移行視野。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

35/50 13/20 48/70収益性
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【３－３】投資運用結果（終値ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に載せたグラフを見て、多少の減少はあるものの、全体をみると上昇しているということがわか

る。11月 10日は約 5,350,000 円となっているが、11月 10日はマザーズ指数が反落したため少し減

少していると考えられる。 

高評価金額： 5,896,797 円 （2020年 11月 30日）   

低評価金額： 4,999,120 円 （2020年 11月 2日）   

評価額： 5,683,661 円 （2020年 12月 9日）   
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４．投資家へのアピール 

 

私たちの投資ファンド「メディカル インベスター」は、医療技術や医薬品などで成長率、収益性 

安定性に優れているほか、新型コロナウィルスに対する企業姿勢と医療をめぐる将来に対して経営

トップ陣がしっかりしたビジョンを持っている企業を集めている。２０社のうち６社はコロナウィ

ルス関連の医薬品の開発に着手しており世界的にも注目されている。ほかの企業もがん治療薬、

iPS 細胞を使った免疫細胞療法など次世代には欠かせない技術力を持った企業群となっている。日

本にもこのような優れた医療技術を持った企業が存在するため、世界中から投資資金を集め支援す

る必要があると考える。 

 

５．日経 STOCK リーグを通して学んだこと 

 

私たちは、日経ストックリーグに初めて参加した。自分たちではわからないこともたく

さんあり何度か高い壁にぶつかった。とくに、テーマの決定、ファンドに組み込む企業

を選ぶのには一番苦労したように思う。しかし、学習を進めていくうちに、私たちが選

んだ企業はどんな企業なのか？どんな社会貢献活動しているのか？など、調べれば調べ

るほど企業について深く知れたと思う。株価や売上高など普段の生活では触れないこと

を、この日経ストックリーグで学べ、私たちの知識の幅が広がったと感じている。自分

が知らない企業の活動などを、楽しく学べる機会ができて充実した期間となった。 

 

６．参考文献 
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