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当社グループによるインドネシアのクレテックたばこ会社及び流通販売会社の
買収に関する契約締結について
当社グループは、本日、インドネシアにおいてクレテックたばこ事業を展開する PT. Karyadibya
Mahardhika（以下、「KDM 社」）及び同社製品の流通・販売を担う PT. Surya Mustika Nusantara
（以下、
「SMN グループ」）の全発行済株式を 677 百万米ドルで取得することについて合意し、これ
に係る契約を締結しましたのでお知らせいたします。
本買収は必要な手続きを経て、2017 年 12 月期 第 4 四半期に完了する予定です。
1. 株式取得の理由
インドネシアは、世界第２位のたばこ市場であり、クレテックたばこがその太宗を占めていま
す。クレテックたばこは、たばこ葉にクローブを混ぜたたばこであり、機械巻き又は手巻きによ
って製造されています。
現在、当社グループは同国において主に紙巻たばこ事業を展開しておりますが、本買収を通じ
て、同国のクレテックたばこ市場におけるプレゼンスの拡大を図ってまいります。
当社代表取締役副社長 たばこ事業本部長の岩井睦雄は次のように述べています。
「KDM 社の保有する調達・製造を含めたサプライチェーン及び SMN グループのインドネシア全域
にわたる流通販売網の獲得を通じ、インドネシア市場への本格参入が可能となる。本買収は、将
来に亘る持続的成長に向けた地理的拡大の一環として、非常に重要なものと考えている。とりわ
け、本件は成長する東南アジアにおける初の大型買収案件であり、同地域において、更なる事業
基盤を獲得する絶好の機会である。
」
KDM 社は、ジャワ島における 9 つの製造施設にてクレテックたばこを製造しており、SMN グルー
プがインドネシア全域で同社製品の販売を行っています。なお、KDM 社及び SMN グループには、総
計約 7,500 名の従業員が在籍しています。
当社子会社である JT International（以下、「JTI」）の CEO である Eddy Pirard は次のように
述べています。
「KDM 社の高品質な製品及び現地での知見、並びに SMN グループの強靭な流通販売網に、JTI の
グローバルな知見が加わることで、同国市場における更なる成長が期待できる。KDM 社及び SMN
グループの従業員が JT グループに加わることを楽しみにしている。」
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2. 異動する子会社の概要
<KDM 社概要>
(1) 所在地

Tawang Rejo, Pandaan Pasuruan 67156 Indonesia

(2) 代表者の役職・氏名

Daniel Widjaja 氏 (Director)

(3) 事業内容

クレテックたばこの製造

(4) 資本金

約 3 兆 4,377 億インドネシアルピア（約 299 億円）

(5) 設立年

2000 年

(6) 大株主及び持株比率

PT. Hari Mahardhika Usaha (99.99％)

(7) 上場会社と当該会社

との間の関係

資本関係

無し

人的関係

無し

取引関係

無し

(8) 税込売上高（2016 年）

約 6 兆 8,287 億インドネシアルピア（約 560 億円）

(9) 従業員数

約 1,000 人

<SMN グループ概要>
(1) 所在地

Kembangan Utara, Jakarta Barat 11610 Indonesia

(2) 代表者の役職・氏名

Iwan Budy Wiratmana 氏 (Director)

(3) 事業内容

KDM 社製品の流通及び販売

(4) 資本金

1,145 億インドネシアルピア（約 10 億円）

(5) 設立年

2008 年

(6) 大株主及び持株比率

PT. Hari Mahardhika Usaha (99.99％)

(7) 上場会社と当該会社

との間の関係

資本関係

無し

人的関係

無し

取引関係

無し

(8) 税込売上高（2016 年）

約 5 兆 8,084 億インドネシアルピア（約 476 億円）

(9) 従業員数

約 6,500 人

（注）KDM 社及び SMN グループの資本金及び税込売上高の円換算レートは以下のとおりです。
資本金：1 インドネシアルピア＝0.0087 円（2016 年 12 月期 期末レート）
税込売上高：1 インドネシアルピア＝0.0082 円（2016 年 12 月期
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期中平均レート）

3. 株式取得の相手先の概要
KDM 社及び SMN グループの株式について、当社グループは下記の企業から発行済株式の太宗を
取得し、残りを個人から取得する予定です。なお、株式取得の相手先である企業及び個人と当社
との資本関係、人的関係及び取引関係等はありません。
(1) 名称

PT. Hari Mahardhika Usaha

(2) 所在地

Jalan Mataram no. 1, Kediri, East Java, Indonesia

(3) 代表者の役職・氏名

Daniel Widjaja 氏 (Director)

(4) 事業内容

資産管理

(5) 設立年

1992 年

(6) 大株主及び持株比率

個人 2 名（内、1 名が 99.99％を保有）

(7) 上場会社と当該会社

との間の関係

資本関係

無し

人的関係

無し

取引関係

無し

関連当事者への 無し
該当状況
（注）株式取得の相手先である個人名は守秘義務契約により、非開示とします。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式

無し

(2) 取得する株式数

KDM 社及び SMN グループの全発行済株式
全発行済株式：677 百万米ドル

(3) 取得価額

純有利子負債（有利子負債から現金及び現金同等物を
控除した額）
：323 百万米ドル
合計: 1,000 百万米ドル

(4) 異動後の所有株式数

KDM 社及び SMN グループの全発行済株式

（注）取得価額の内訳は、買収完了時点における純有利子負債の額によって変動する可能性があ
ります。

5. 日程
(1) 取締役会決議日

2017 年 8 月 2 日

(2) 契約締結日

2017 年 8 月 4 日

(3) 株式譲渡実行日（予定）

2017 年 12 月期 第 4 四半期

（注）当社は、8 月 2 日の取締役会において、JTI に対して契約締結に関する最終意思決定の授権
を行うことを決議し、同月 4 日に JTI は契約締結に関する意思決定の上、契約を締結いた
しました。
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6. 今後の見通し
本買収に要する資金は、当社グループの手元資金及び借入により充当することを予定しており
ます。なお、本買収による当社グループの当期連結業績への重要な影響はありません。

(参考) 当社グループの当期連結業績予想（2017 年 8 月 2 日公表分）及び前期連結実績

当期連結業績予想
（2017 年 12 月期）
前期連結実績
（2016 年 12 月期）

連結売上収益

連結営業利益

（百万円）

（百万円）

親会社株主に帰属す

基本的 1 株当た

る当期純利益

り当期利益

（百万円）

（円）

2,125,000

565,000

402,000

224.46

2,143,287

593,329

421,695

235.47
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【別紙】

インドネシアの概要
人口
実質経済成長率

約 2 億 6,100 万人（2016 年）
年平均

約 1.2％増加（2012-16 年）

年平均

約 5.3％（2012-16 年）
（出典：世界銀行）

インドネシアたばこ市場の概要（2016 年）
市場規模

約 2,850 億本（クレテックたばこの割合:約 94％）

市場シェア

KDM：2.2％

JTI：0.1％
（出典：Nielsen）
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