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いちよし経済研究所から「トップインタビュー」が発行されました
いちよし経済研究所から、弊社代表取締役社長

秦野和浩へのインタビュー

をまとめたレポートが発行されましたのでお知らせいたします。レポートは次
ページ以降をご確認ください。
なお、本インタビューは 2022 年 6 月 24 日に発行されたもので、著作権者
であるいちよし証券株式会社より許可をいただいて掲載しています。
以上

トップインタビュー
2022 年 06 月 24 日

リニカル（2183、東証プライム）
代表取締役社長

秦野 和浩 氏
吉田 正夫

同社は製薬企業における医薬品開発業務の一部を代行、支援する
CRO（Contract Research Organization）である。他の競合 CRO が SMO(治
験施設支援)や CSO（医薬品営業支援）など、CRO 以外のさまざまな周
辺サービスを提供する一方、同社は CRO に特化することで高品質のサ
ービスを追求している。
同社業績は 18.3 期以降、大型治験に備えた先行投資による人件費
増、米国 CRO 買収に伴うさまざまな費用計上、新型コロナ感染症流行
の影響による受注減、などによって収益が低迷していたが、22.3 期は
5 期ぶりの営業増益となった。ワクチン接種で先行した欧米での受注
回復と日本での人件費抑制などが収益改善に寄与しており、同社は
23.3 期業績を前期比 7.7％増収、同 12.7％営業増益と計画している。
今回は秦野社長に今後の CRO 市場の動向と中長期の成長戦略などに
ついて伺った。
最初に、貴社の事業概要について教えてください
製薬企業における
医薬品開発業務の一部
を代行、支援する

当社は製薬企業における医薬品開発業
務の一部を代行、支援する CRO です。製
薬企業は、医療機関で薬の有効性と安全
性を確認するために臨床試験を行ってい
ます。このうち薬機法の規定で医薬品の
製造販売承認を申請する目的の臨床試験
を治験といい、当社はこの治験業務を受
託する CRO 事業と、医薬品製造販売後の
臨床研究などの業務を受託する育薬事業
の 2 つの事業を展開しています。

主 力 の CRO 事 業 で は
治験のモニタリング業
務を中心に行う

製薬企業では、厚生労働省の監督下で
治験実施計画書（プロトコル）を作成し、

【秦野社長】

CRA(Clinical Research Associate、治験
モニター)によるモニタリング業務や症例報告書をデータベース化するデー
タマネジメント業務、統計解析などを行っています。当社はこれらの業務の
うち、主にモニタリング業務を中心に受託しています。モニタリング業務は、
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製薬企業に代わって当社の CRA が、医療機関の治験実施可能性の調査や医療
機関への治験の依頼、法令に基づく治験実施に関する契約の締結手続き、治
験責任医師などに対する治験薬概要書と治験実施計画書の説明、医療機関へ
の治験薬の搬入、治験実施時の薬機法やその他 GCP（Good Clinical Practice）
省令など関連法令、治験実施計画書の遵守状況の確認、治験の進捗管理、治
験データの確認などを行っています。また、当社では品質管理担当者が、CRA
の作成したモニタリング報告書などの適正性のチェックを行い、高い品質を
常に確保できる体制にしています。
（図表1） リニカルグループの業務

（出所）会社資料

創業から現在に至る経緯を教えてください
2005 年 に 藤 沢 薬 品 で
医薬品開発経験を有す
るメンバーにより設立

当社は 2005 年に私を含む、藤沢薬品（現・アステラス製薬（4503））で医
薬品開発を行っていたメンバーが中心となって設立されました。抗がん剤な
ど医薬品開発経験者を中途採用し、豊富な開発案件を有する大手製薬会社に
特化してサービスを提供することでリピート受注獲得に成功し、事業を拡大
させてきました。
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CRO に特化し、サービス
の品質を高めてブラン
ドを磨く

いちよし経済研究所

それまでの既存の大手 CRO は製薬企業が有するさまざまなニーズに対応す
べく、SMO（治験施設支援）や CSO（医薬品営業支援）などへ業務内容を多角
化していました。当社も 2006 年に M&A で SMO 事業に進出しましたが、施設で
の治験実施状況をモニタリングする CRO と、施設の窓口である SMO は本来独
立であるべきと考え、こうした競合と差別化を図るために翌 2007 年に SMO 事
業を売却して CRO に特化し、サービスの品質を高めてブランドを磨く戦略を
推進してきました。また、当社は医薬品開発のなかでも難易度・重要度の高
い第 2 相治験、第 3 相治験に注力し、新規顧客獲得にも成功してきました。
2008 年マザーズ上場を機に、当社は製薬企業へのグローバル治験に対応す

M&A により海外拠点を
拡充

るため、同年 7 月に米国、2013 年 5 月に台湾と韓国に海外子会社を設立し、
海外での CRO 事業を拡大してきました。さらに、2014 年 1 月に韓国 CRO の P‑Pro、
同年 11 月に欧州 CRO の Nuvisan、2018 年 4 月に米国 CRO の Accelovance をそ
れぞれ子会社化し、現在では日米欧アジア 18 カ国で事業展開しております。
言葉や文化の違う海外の企業を子会社化して軌道に乗せるまでには大変苦労し

新型コロナ感染症流行
による苦しい時期を
乗り越えて現在に至る

ました。19.3 期は米国子会社の収益悪化と買収に関する費用計上で収益が大き
く悪化し、20.3 期と 21.3 期は世界的な新型コロナ感染症流行によって、医療
機関への訪問規制で一部治験業務の実施ができず、業績は下降の一途を辿り
ました。しかし、22.3 期はワクチン接種が先行した欧米子会社を中心に受注が
回復し、構造改革の効果も加わって業績が大きく回復し、売上高に関しては過去最
高を更新することができました。現在では欧米を中心とした海外子会社が当社グル
ープの大きな収益の柱となっています。

（図表2） リニカルの業績推移

（出所）会社資料
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貴社の差別化要素について教えてください
日本主体での日米欧の
グローバル治験を支援
する唯一の CRO

海外には米国資本の IQVIA（旧 Quintiles）、Labcorp Drug Development（旧
Covance）、Parexel などのグローバル大手 CRO が存在しますが、日本には当社
のようにグローバル展開を積極的に行っている CRO は存在せず、当社は唯一
の日本発のグローバル CRO と考えております。日本発であるが故に、日本が
主体となる日米欧アジアのグローバル治験が提供できると考えております。

（図表3） リニカルの海外における拠点

（出所）会社資料

CRA 全員に GCP パスポー
ト認定試験を義務付け
ている

当社では CRA 全員に日本臨床試験学会が認定する GCP パスポート試験を受
験させています。第 1 回試験から当社は高い合格率を維持しており、最近の
GCP 試験では合格率 100％となっています。また、当社は当局による医薬品の
承認申請資料に関する GCP 適合性調査のほか、米国 FDA（食品医薬品局）
inspection の経験もあり、いずれも適合・問題なしとの評価を受けています。
さらに海外子会社も FDA や韓国 KFDA、ANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）な
どから inspection を受け、日本同様の評価をいただいています。

最強の CRO を目指して
高品質とスピード重視
で取り組んでいる

当社はグローバル大手のような大きさを誇る CRO ではなく、最強の CRO と
なることを目指しています。そのためには労働集約的アプローチではなく知
識集約的アプローチで顧客へのサービスに取り組んでいます。当社はがん領
域や中枢神経系領域については専門部署を設置し、さまざまな経験・ナレッ
ジを積み重ねることで適切な症例組み入れとスケジュール前倒しでの症例登
録満了を実現しています。
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今後の市場動向と貴社の対応について教えてください
日本における製薬企業
のアウトソーシングが
進展する

CRO は 1970 年代に米国で製薬企業が医薬品開発業務をアウトソーシングし
たことから始まったサービスですが、欧米では既に開発費用の 50％以上は CRO
にアウトソーシングしているのに対し、日本では 20％〜30％に留まっている
とみています。しかし、日本の製薬企業も毎年薬価改定による販売価格引き
下げ圧力が強まるなか、医薬品の開発効率を高めなければいけないため、今
後は欧米のようにアウトソーシングが進展するとみています。当社は日本発
のグローバル CRO という強みを武器に、日本における製薬企業に対して日本
主体の国際共同治験を中心にさまざまな支援を積極的に行っていく所存です。

グローバルコラボレー
ションが求められる

世界の製薬企業は医薬品開発の投資効率最大化と世界の主要市場での早
期・同時発売を目的に国際共同治験を活用する動きを加速しています。こうした
動きのなかで、当社の欧米子会社が最近海外の製薬企業から受注した国際共同
治験の事例をみると、実施国のなかに日本が入っていないことがあります。日本の
薬価制度などは海外の製薬企業の事業にとってはデメリットとなりますが、日本は症
例の取得がスムーズであることや、各国の承認が必要となる欧州との比較で
は製造販売承認プロセスが 1 回で済み、承認されれば新薬の特許期間は欧州
や中国、インドよりも比較的長いなどのメリットがあります。また、世界の
医薬品市場において日本は第 3 位の大きなマーケットであり、当社では欧米
主体の国際共同治験を実施する顧客に対し、日本を実施国として組み入れる
ことを提案していきたいと考えています。

（図表4） 世界の医薬品市場規模の予測

（出所）会社資料（IQVIA Global Medicine Sending and Usage Trends: Outlook to 2025）

この資料の最終ページにお客様にご確認いただきたい重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

5/9

リニカル（2183、東証プライム）

バイオベンチャーの
存在が高まる

いちよし経済研究所

世界の医薬品市場では、ギリアド・サイエンシズやアムジェンなどが売上
高で上位にランクインされるように、今後はバイオベンチャーの存在感がま
すます高まっていくとみています。これは医薬品開発業務のアウトソーシン
グが進んだことで、バイオベンチャーが参入しやすくなっていることや、大
手製薬企業からの新規創薬案件が生まれにくくなっていることが背景にあり
ます。米国の Linical Accelovance America は当社が買収する以前から多く
のバイオベンチャーの案件を支援しており、当社は将来、ギリアド・サイエ
ンシズのように成長することが期待される顧客とのパイプを太くして支援し
ていく所存です。

最後に、中長期的な成長戦略について教えてください
社員 1,500 名超の体制、
世界 60 カ国への進出を
目指す

当社では現在、契約社員などを含めて世界に 18 カ国、880 名の社員を抱え
ています。将来的には 60 カ国程度に進出し、社員数 1,500 名を超える体制を
構築することを目指しています。日本は本部として現状レベルの人員を維持
しつつ、海外で M&A を含めて積極的に人材に投資したいと考えています。欧
州 400 名（22.3 期末は 209 名）、アジア 400 名（同 131 名）
、米国 400 名（同
105 名）となる体制をイメージしています。地域としては南半球にも拠点を持
つことで、季節性疾患の臨床試験を一年中実施できる体制にしたいと考えて
います。

（図表5） リニカルの人員拡充計画

（出所）会社資料
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IoT による治験の効率化
に取り組む

いちよし経済研究所

当社では治験に関しては将来、スマホアプリやウェアラブルデバイスを用
いた IoT(Internet of things)の活用が進むと考えています。IoT によって多
くの被験者の負担軽減が期待できることに加え、従来は医療機関で入手して
いたデータが日常的に取得でき、より詳細な分析が可能になるとみています。
当社では既に日米欧の治験で IoT を活用した DCT（Decentralized Clinical
Trial、分散型治験）を実施しており、今後はさらに IoT の活用による治験の
効率化を進める計画です。

中期経営計画を
年内に公表する計画

当社では新型コロナ禍において策定した中期経営計画（最終年度となる
25.3 期目標は売上高 128 億円、営業利益 10 億円）に取り組んでいましたが、
22.3 期において既に達成したため、現在新たな中期経営計画を策定中です。
「日本発のグローバル CRO としてクライアントの戦略的パートナーに」とい
う中期経営ビジョン/目標に基づき、持続的な成長と収益力の向上による中長
期での企業価値向上を目指し、年度内に公表したいと考えています。

（図表6） リニカルの中期経営ビジョン

（出所）会社資料
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本日はご多忙の中、貴重なお時間を賜り有り難うございました
（2022 年 6 月 17 日、リニカル東京オフィス会議室にて）

【業績推移】
決算期
連結
21.3
22.3
23.3予
会社予想
24.3予
25.3予

売上高
前期比
(百万円)
(%)
10,279
‑6.0
11,555
12.4
12,800
10.8
12,440
7.7
13,600
6.3
14,400
5.9

営業利益
前期比
(百万円)
(%)
453
‑54.9
1,085
139.5
1,400
29.0
1,224
12.7
1,750
25.0
2,100
20.0

経常利益
前期比
(百万円)
(%)
588
‑35.9
1,183
101.2
1,400
18.3
1,204
1.8
1,750
25.0
2,100
20.0

純利益
前期比
(百万円)
(%)
539
11.8
790
46.6
1,000
26.5
871
10.3
1,250
25.0
1,500
20.0

修正EPS 1株配当
(円)
(円)
23.9
14.0
35.0
14.0
44.3
14.0
38.6
14.0
55.3
14.0
66.4
14.0

（出所）決算短信、予想はいちよし経済研究所
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『レポート表記上の注記事項』
会社予想以外の予想はいちよし経済研究所。本文および図表での前期比は、注記なき場合は増減率。
四半期の数字は注記なき場合は当経済研究所推計。
図表における前期比の数字は原則として百万円未満を切り捨てて算出しているため、決算短信に表示される数
字と若干異なる場合があります。
株式分割があった場合はフェアバリューも遡及修正を行います。
公募増資等があった場合のEPSは期間按分した修正EPSとします。
1株あたり配当については、株式分割等があっても遡及修正を行いません。
ユニバース銘柄は原則として定期的にフォローする銘柄を指します。
業績表の前回予想の前期比(%)は前回予想に基づく伸び率を表示しています。
純利益は、当期純利益（単独）、親会社株主に帰属する当期純利益（日本基準、連結）、親会社の所有者に帰
属する当期利益（IFRS）、当社株主に帰属する当期純利益（米国基準）を表示しています。
・
・
・
・
・
・
・
・
・

『金融商品取引法に基づく表示事項』
○本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等： いちよし証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第２４号
加入協会：日本証券業協会、 一般社団法人日本投資顧問業協会
○手数料等およびリスクについて
株式等（ETF、ETN、REIT を含む）の売買取引には、約定代金に対して最大 1.43％（最低手数料 3,300 円）（税
込み）の委託手数料をいただくこととなります。株式等は価格の変動等により、損失が生じるおそれがありま
す。外国株式は為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
『アナリスト証明』
私、吉田 正夫は本レポートに記載された見解が私個人の見解を正確に反映していることを表明します。また、
このレポートの執筆にあたり、第三者からの強要・示唆・依頼等、いかなる圧力も受けておりません。私は本レ
ポートを執筆することにより特別の報酬を得ることはありません。また、私及び私の家族は本レポートの対象企
業の有価証券を保有しておりません。
『いちよし証券及びいちよし経済研究所の免責事項』
○この資料は、いちよし証券より対価を受け、公表されたデータ等に基づいて作成されたものですが、過去から
将来にわたって、その正確性、完全性を保証するものではありません。 投資の参考となる情報の提供を目的と
したものですので、銘柄の選択、投資時期等の投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断でお願い致します。
○有価証券投資は株価の変動により、または発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化
等により、損失が生じるおそれがあります。投資によって発生する損益はすべて投資家の皆様へ帰属します。
○記載された見解等の内容はすべて作成時点でのものであり、今後予告なく変更されることがあります。金融商
品取引所や証券金融会社が行う信用取引等に関する規制措置等は、新規に追加および解除されても表示するこ
とができません。
○いちよし証券又はいちよし経済研究所及びいちよし証券の関係会社は、この資料に記載された銘柄の有価証券
を保有又は売買する場合、及びこの資料に記載された企業に対し投資銀行業務を行う場合があります。
○この資料は、いちよし証券又はいちよし経済研究所及びいちよし証券の関係会社から、直接提供するという方
法でのみ配付しております。また著作権はいちよし証券に帰属しています。未許可での使用、複製の作成や発
表を禁じます。
『いちよし経済研究所のレーティングシステム』
○レーティング（フェアバリューに対するレポートに記載した株価との乖離率）
20％超割安→A（買い）、20％割安〜20％割高→B（中立）、20％超割高→C（売り）。
「中止」はレーティングを失効させる場合、「保留」は一時的にレーティングを停止する場合に用います。
※その他の指標
リスク（財務・業績変動リスク、経営者リスク等を考慮したリスクの総合判断）
ローリスク→LR、ミドルリスク→MR、ハイリスク→HR。
アナリストの判断によりレーティングを付与している銘柄をレーティング「中止」あるいは「保留」とするこ
とがあります。

お問い合わせの際は最寄の取引部支店までご連絡ください。
(C)Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. 2022 All Rights Reserved
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