
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年８月12日

【会社名】 アンジェス ＭＧ株式会社

【英訳名】 AnGes MG, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　山田　　英

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号

彩都バイオインキュベータ４階

(同所は研究所の所在地であり、実際の管理業務は「最寄りの連絡

場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 財務部長　米尾　哲治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目20番14号三田鈴木ビル５階

【電話番号】 03-5730-7871

【事務連絡者氏名】 財務部長　米尾　哲治

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当　 　　　　　　　　　　11,245,500円

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,359,795,500円

(注)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、

当初行使価額ですべての新株予約権が行使されたと仮定し

た場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された

場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

合計額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約

権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額

に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を

合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 アンジェス ＭＧ株式会社　東京支社

　(東京都港区芝五丁目20番14号三田鈴木ビル５階)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年８月５日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成28年８月12日に四半期報告書(第18期第２四半

期(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日))を関東財務局長に提出したことに伴い、当該四半期報告書を参照

書類とし、併せてこれに関連する事項を訂正するため、及び平成28年８月12日にVical Incorporated(代表者：

President and Chief Executive Officer Vijay B. Samant、所在地：10390 Pacific Center Court, San Diego,

California 92121, USA)との間で事業提携に関する基本合意書を締結したことに伴い、関連する事項を訂正するた

め、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

　

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行新株予約権証券

(2) 新株予約権の内容等

第三部　参照情報

第１　参照書類

第２　参照書類の補完情報

(添付書類の削除)

第18期第２四半期連結会計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)の業績の概要

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。なお、平成28年８月５日に提出した有価証券届出書において付されていた

　　　罫は、訂正箇所を明示するため、以下においては表示していません。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券】

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

(前略)

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

(中略)

(2) 本第三者割当による資金調達の目的

(中略)

④　その他の事業の現状について

(中略)

次に、DNAワクチン(遺伝子の本体であるDNAをワクチンとして利用した医薬品)は次世代の治療ワクチン

技術として注目され世界的に研究及び臨床応用が進んでおり、事業分野として成長が期待される有望な

領域です。また、DNAワクチンの開発には、当社が蓄積してきた遺伝子医薬に関する科学、開発(非臨床

及び臨床)、製造及び薬事上の知識・ノウハウを利用することができると考えられます。そのため、当

社は、今般、DNAワクチン事業の分野を事業の第３の柱に据え本格的に進出することとしました。当社

は既に、その布石として、高血圧や自己免疫疾患などを対象としたDNAワクチンに関して大阪大学と共

同研究を実施していましたが、当社と提携関係にありDNAワクチン技術の開発を手がける米国NASDAQ市

場上場の米バイオ企業Vical Incorporated(代表者：President and Chief Executive Officer Vijay

B. Samant、所在地：10390 Pacific Center Court, San Diego, California 92121, USA)(以下「Vical

社」といいます。)が新たに発行する株式約184万株を第三者割当増資により引き受けることで、当社の

出資比率を現在の2.4％から18.6％に引き上げ、当社はVical社の筆頭株主になりました。これに伴い、

当社は、Vical社の取締役会に代表者１名(当初はオブザーバーとして参加し、一定期間後に正式メン

バーに変更)を派遣します。出資金額は約782万米ドル(2016年7月29日の対顧客電信売・買の仲値である

104.4円／米ドルの為替レートで計算すると約816百万円)でした。かかる追加出資の目的は、DNAワクチ

ン分野で専門知識、経験・ノウハウならびに製造施設を持つVical社への資本参加比率を高めることで

同社との提携関係を深め、長期的に当社のDNAワクチン事業を推進することにあります。当社は、今

後、Vical社との間で事業上の協力関係を構築するための具体的な業務提携の内容について交渉を進め

ます。DNAワクチン事業の分野への進出は新たな成長ドライバーとして当社の事業基盤の拡大に資する

ものであり当社の更なる成長に繋がるものと考えております。

(後略)
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(訂正後)

(前略)

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

(中略)

(2) 本第三者割当による資金調達の目的

(中略)

④　その他の事業の現状について

(中略)

次に、DNAワクチン(遺伝子の本体であるDNAをワクチンとして利用した医薬品)は次世代の治療ワクチン

技術として注目され世界的に研究及び臨床応用が進んでおり、事業分野として成長が期待される有望な

領域です。また、DNAワクチンの開発には、当社が蓄積してきた遺伝子医薬に関する科学、開発(非臨床

及び臨床)、製造及び薬事上の知識・ノウハウを利用することができると考えられます。そのため、当

社は、今般、DNAワクチン事業の分野を事業の第３の柱に据え本格的に進出することとしました。当社

は既に、その布石として、高血圧や自己免疫疾患などを対象としたDNAワクチンに関して大阪大学と共

同研究を実施していましたが、当社と提携関係にありDNAワクチン技術の開発を手がける米国NASDAQ市

場上場の米バイオ企業Vical Incorporated(代表者：President and Chief Executive Officer Vijay

B. Samant、所在地：10390 Pacific Center Court, San Diego, California 92121, USA)(以下「Vical

社」といいます。)が新たに発行する株式約184万株を第三者割当増資により引き受けることで、当社の

出資比率を現在の2.4％から18.6％に引き上げ、当社はVical社の筆頭株主になりました。これに伴い、

当社は、Vical社の取締役会に代表者１名(当初はオブザーバーとして参加し、一定期間後に正式メン

バーに変更)を派遣します。出資金額は約782万米ドル(2016年7月29日の対顧客電信売・買の仲値である

104.4円／米ドルの為替レートで計算すると約816百万円)でした。かかる追加出資の目的は、DNAワクチ

ン分野で専門知識、経験・ノウハウならびに製造施設を持つVical社への資本参加比率を高めることで

同社との提携関係を深め、長期的に当社のDNAワクチン事業を推進することにあります。当社は、平成

28年８月12日に、上記資本提携の目的を具体的に実現するため今般、DNAワクチンにおける研究開発、

製造、薬事など幅広い分野を対象に事業協力を進めることで基本合意に至りました。今後両社は、今回

の基本合意に基づき正式契約の締結に向けて協議を続けます。DNAワクチン事業の分野への進出は新た

な成長ドライバーとして当社の事業基盤の拡大に資するものであり当社の更なる成長に繋がるものと考

えております。

(後略)
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第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参

照ください。

 

(訂正前)

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第17期(自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)平成28年３月31日　関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第18期第１四半期(自平成28年１月１日　至平成28年３月31日)平成28年５月12日　関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年８月５日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を、平成28年３月31日

に関東財務局長に提出

 

(訂正後)

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第17期(自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)平成28年３月31日　関東財務局長に提出

　

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第18期第１四半期(自平成28年１月１日　至平成28年３月31日)平成28年５月12日　関東財務局長に提出

　

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第18期第２四半期(自平成28年４月１日　至平成28年６月30日)平成28年８月12日　関東財務局長に提出

　

４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成28年８月12日)までに、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を、平成

28年３月31日に関東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

(訂正前)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載

された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出

書提出日(平成28年８月５日)までの間において以下のとおり変更及び追加すべき事由が生じております。当該変更及

び追加箇所については　　　罫で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下に記載されたもの

を除き、本有価証券届出書提出日(平成28年８月５日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき

将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ

ん。

 

[対処すべき課題]

(前略)

　(2) 継続企業の前提に関する重要な疑義の解消

医薬品事業は、製品化までに多額の資金と長い時間を要する等の特性があり、創薬ベンチャーである当社グルー

プにおいては、継続的な営業損失の発生および営業キャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にありま

す。そのため、一部のプロジェクトにおいては提携先を確保し、開発協力金等を得ることにより開発資金の低減に

努めているほか、ムコ多糖症Ⅵ型治療薬「ナグラザイム®」の販売を行なっておりますが、全ての開発投資を補う

に足る収益は生じておりません。当社グループは、当第２四半期連結会計期間末において現金及び預金24億13百万

円(前連結会計年度末は20億74百万円)を有しているものの、全てのプロジェクトを継続的に進める十分な資金が不

足していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸施策により取り組んでまいります。

　①選択と集中による開発対象の選別

　②資金の調達

①に関しましては、当社グループの開発プロジェクトの選択を行い、開発の最終段階にあるプロジェクト、及び

早期に製薬企業等に導出することで一時金等の収入や研究開発費の負担削減が見込めるプロジェクトを中心に開発

を行なってまいります。

②に関しましては、新規提携先確保による契約一時金等の調達及びエクイティファイナンスによる早期の資金調

達等の施策を実行してまいります。

当社グループは、上記の各施策を確実に実行することによって、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消を目

指してまいります。

　

　(3) 開発プロジェクトにおける提携先の確保

一般的に、医薬品開発においては多額の資金と長い時間が必要とされ、また予定通りに開発が進捗するとは限ら

ない等、開発上のリスクが存在いたします。このため、当社グループでは、開発プロジェクトのリスクを低減する

ために、製薬会社と提携し、開発協力金を受け取ることにより財務リスクを回避しながら開発を進めるという提携

モデルを基本方針としております。

現在、重症虚血肢を対象疾患としたHGF遺伝子治療薬開発について、米国と日本を対象とした独占的販売契約を

田辺三菱製薬株式会社と締結しております。また、NF-κBデコイオリゴDNAをPTAバルーンカテーテルの外表面に塗

布した新規医療機器の開発については、メディキット株式会社と国内の共同開発および製造販売契約を締結してお

ります。また、CIN治療用ワクチンにつきましては、日米英中の開発販売権につき森下仁丹株式会社への再許諾に

つき基本合意を行なっております。

今後も、製薬会社との提携を進めることにより、事業基盤強化に努めてまいります。
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[事業等のリスク]

(前略)

　(2) 今後の事業展開について

事業収益は、各プロジェクトの開発に関して提携先から得られる収益、及び「ナグラザイム®」の販売による収

益によって構成されております。

「ナグラザイム®」は平成20年４月に発売され、当社グループは「ナグラザイム®」の販売による収益を計上して

います。今後、対象疾患であるムコ多糖症Ⅵ型の患者に対する啓蒙活動により国内売上の増加が見込まれます。し

かしながら、見込み通り患者の増加が実現しない可能性があります。

重症虚血肢を適応症としたHGF遺伝子治療薬に関しては、田辺三菱製薬株式会社に対し末梢性血管疾患を対象と

した米国と日本における独占的販売権を付与しており、開発の進捗に伴ったマイルストーン、さらに上市後には売

上高の一定率を対価として受け取る予定です。しかしながら、臨床開発の失敗その他の理由により、製造販売承認

を取得できない可能性があります。

NF-κBデコイオリゴDNAについては、塩野義製薬株式会社との間でアトピー性皮膚炎などを治療する外用剤全般

の全世界における独占的な販売権を付与する契約を締結しており、その契約に基づいて当社グループは、開発の進

捗に伴いマイルストーンを受け取り、事業収益に計上しております。しかしながら、当社が開発を進めているNF-

κBデコイオリゴDNAのアトピー性皮膚炎の治療薬(AMG0101、軟膏剤)の国内第Ⅲ相臨床試験の解析速報において主

要評価項目である投与開始から４週間(28日間)後における主有効性評価部位の「皮膚症状スコア」の変化につい

て、NF-κBデコイオリゴDNA投与群とプラセボ投与群の間で統計学的な有意差は示されませんでした。当社は当該

臨床試験の結果の解析を進めておりますが、上記の解析結果を踏まえると、NF-κBデコイオリゴDNAのアトピー性

皮膚炎の治療薬(AMG0101、軟膏剤)を医薬品として承認申請を行うことは極めて困難な状況であり、今後開発の中

止を決定する可能性があります。このような場合には、当社グループの事業戦略や業績が影響を受ける可能性があ

ります。

また、NF-κBデコイオリゴDNAについては、メディキット株式会社との間で血管再狭窄を治療する薬剤塗布型PTA

バルーンカテーテルの日本における独占的な共同開発販売権を付与する契約を締結しております。将来、本製品が

上市された際には、当社グループは一定率をロイヤリティとして受取る予定です。しかしながら、国内臨床試験の

失敗等により製造販売承認を取得できない可能性があります。

Allovectin®に関しては、当社グループは米国バイカル インコーポレイテッド(以下バイカル)との間で研究開発

契約を締結しております。バイカルは平成25年８月12日に、Allovectin®の転移性メラノーマ(悪性黒色腫)を対象

とした第Ⅲ相臨床試験の結果、主要評価項目と副次評価項目のいずれにおいても統計学的に有意な改善効果が示さ

れなかったため同プロジェクトを中止すると発表いたしました。当社グループは、当社が有するAllovectin®に関

するアジア地域における独占的開発販売権を踏まえ、メラノーマ以外の癌疾患への適用可能性を検討しております

が、今後、適切な対応策を見いだせない場合には、Allovectin®による将来の収入が見込めない可能性がありま

す。

(後略)

 
(訂正後)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載

された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出

書の訂正届出書提出日(平成28年８月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下に記載されたもの

を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成28年８月12日)現在においてもその判断に変更はなく、また新た

に記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するもので

はありません。

　

[対処すべき課題]及び[事業等のリスク]の全文削除

EDINET提出書類

アンジェス　ＭＧ株式会社(E05301)
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