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この業績報告書は森林保護につながるFSC認証紙
（無塩素漂白）
を使用するとともに、
大豆油インキを使用しています。

JTグループ商品のご案内
●ルーツ｢アロマブラック ホットブレンド｣ 好評発売中
●ルーツ｢リアルブレンド ミスターファーマー｣ 好評発売中
●｢野菜たっぷりあんかけうどん｣ 好評発売中
●いまどき和膳シリーズ｢かぼちゃの重ね揚げ｣ 好評発売中
株主優待商品のご案内
株券電子化について

２００９年３月期
第２四半期決算のご報告
ご あ い さ つ

２００９ 年 ３ 月 期 （ ２００８ 年 度 ） 第 ２ 四 半 期 決 算 の 概 要
2009年3月期（2008年度）第2四半期決算は表1
をご覧いただくとおり、売上高は増収、EBITDA

経常利益については、連結子会社のユーロ建

の、営業利益・経常利益・四半期純利益は減益

社債等の期末評価において為替差損が発生した

となりました。

こと及びギャラハー社の連結に伴う支払利息の

税抜売上高は、国内たばこ事業における販売
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2009年3月期（2008年度）第2四半期決算
は、海外たばこ事業における売上成長の継
続、ギャラハー社と加ト吉グループの連結
等により売上高は増収、EBITDA（営業
利益＋減価償却費）は増益、会計基準の変
更に伴う海外たばこ事業におけるのれんの
償却開始等により、営業利益、経常利益、
四半期純利益は減益となりました。
一方、2009年3月期の業績予想について
は、海外たばこ事業における継続的な成長
や為替のプラス影響及び医薬事業における
契約一時金収入等により、売上高、
EBITDA、営業利益は当初見込より大幅
に上方修正となり、売上高、EBITDAに
ついては過去最高となる見込です。
昨今たばこ税増税の議論がなされていま
すが、これは不足する財源確保のために
「取り易いところから取る」という安易な
増税議論です。たばこは過去の度重なる増
税により、既に税負担率が小売定価の6割

超にものぼる、わが国において最も税負担
が重い商品であり、もはやお客様の税負担
は限界となっています。愛煙家の皆様に対
するメーカーとしての責任とわが国たばこ
産業の基盤死守のためにも、このような特
定の商品、お客様及び業界にのみ過大な負
担を強いる増税には断固反対です。たばこ
税増税に反対する私どもの主張につきまし
て、さらに多くの方々のご理解とご賛同を
いただくために、増税反対署名活動を実施
しております。
食品事業につきましては、加工食品事業
及び調味料事業の加ト吉への統合を着実に
進めております。また、安全管理体制の強
化については、国内検査センターに引き続
き、中国における検査センターの稼動開始、
新たな外部専門家の当社への顧問招聘な
ど、着実に取り組みを進めております。

なりました。

（営業利益＋減価償却費）は増益となったもの

数量の減少があったものの、海外たばこ事業に

株主の皆様におかれましては、ますます
ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、
平素より当社の事業運営に格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。

により、前年同期比145億円減益の2,045億円と

増加等から、前年同期比496億円減益の1,513億
円となりました。

おける売上成長の継続に加え、ギャラハー社及

また、四半期純利益は固定資産売却益が増加

び加ト吉グループの連結等により、前年同期比

したものの、成人識別自販機導入費用の増加、

2,445億円増収の1兆4,430億円となりました。

廃止社宅の取壊費用を含む関連損失の発生等に

EBITDA（営業利益＋減価償却費）は増益だ
ったものの、営業利益は、会計基準の変更に伴

より前年同期比628億円減益の694億円となりま
した。

う海外たばこ事業におけるのれんの償却開始等

■表１ ２００９年３月期（２００８年度）第２四半期決算

税込売上高

（単位：億円）

2008年3月期第2四半期実績

2009年3月期第2四半期実績

増減

29,140

34,970

5,830

11,985

14,430

2,445

※

EBITDA

2,948

3,453

505

営業利益

2,191

2,045

△ 145

経常利益

2,010

1,513

△ 496

四半期純利益

1,323

694

△ 628

税抜売上高

※EBITDA ＝営業利益＋減価償却費

株主の皆様におかれましては、当社の事
業運営につきまして、より一層のご理解と
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2008年11月
代表取締役社長
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各 事 業 の 概 要

国内たばこ事業
国内たばこ事業については、販売数量の減少
に加え、販売促進費の増加等により減収減益と
なりました。上期の販売数量については、構造
的要因を背景とした減少傾向に変化はありませ
んでしたが、前年同期に比べ配達日数が1日多
かったことと、一般店において「taspo」（タス
ポ）導入に伴い一時的に高まった在庫水準の調
整が下期にずれ込むと見込まれることから、
3.3%減少となりました。一方、上期のシェアに
ついては、前年同期に比べ0.2%ポイント増の
64.9%となり、2007年度シェアと同水準を維持

しました。これは主に「taspo」導入によりウェ
イトが高まっているコンビニエンスストアを中
心とした対面販路において、JT製品の露出強
化を図ったことや、
「マイルドセブン・インパク
ト・ワン」や「セブンスター・ライト・メンソール」
等、主力ブランドを中心に新製品の投入、全国
拡販を実施した成果によります。下期について
は、10月に「ピアニッシモ・フラン・メンソール・
ワン」の投入、11月にセブンスターのボックス
製品5銘柄及びマイルドセブンのメンソール製
品2銘柄のデザイン変更を実施しており、今後
も主力ブランドを中心とした新製品投入及びデ
ザイン変更等を通じてブランド価値を高めてい
きます。

セブンスター・ファミリーの
ボックス製品５銘柄について、
パッケージデザインを中心と
した製品リニューアルを実施
し、お客様の分かりやすさと
セブンスターらしい品質感を
追求した、統一感のあるデザ
インに変更いたしました。

●マイルドセブン・ファミリー
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マイルドセブン・ファミリーの
メンソール製品「マイルドセ
ブン・ワン・メンソール・ボ
ックス」
、
「マイルドセブン・ワ
ン・メンソール・100'sボックス」
の2銘柄を、昨年7月にマイ
ルドセブン30周年記念とし
て発売した「マイルドセブン・
アクア・メンソール・スーパ
ーライト・ボックス」の名称
とデザインを踏襲した「マイ
ルドセブン・アクア・メンソ
ール・ワン・ボックス」、「マ
イルドセブン・アクア・メン
ソール・ワン・100'sボックス」
としてリニューアルいたしま
した。
（2008年11月下旬より）

海外たばこ事業の総販売数量は、ロシア、中
近東、トルコ、スペイン、イタリア等で好調に推
移したことから、対前年比8.4%増、GFB（グロ
ーバル・フラッグシップ・ブランド）の販売数量
は「ウィンストン」、「キャメル」等が好調を維
持したことから対前年比17.1%増となりました。
この結果、売上高、利益ともに前年を大幅に上
回る実績となりました。
地域別の販売実績については、｢南欧・西欧」
では、スペイン、フランス、イタリア、ギリシャに
おいて「ウィンストン」が、イタリア、スペイン
において「キャメル」が好調を維持しています。

製品リニューアル
●セブンスター・ファミリー

海外たばこ事業

「北欧・中欧」では、主に英国において「メイ
フェア」が、スウェーデンにおいて「キャメル」
が好調であったものの、アイルランド、オース
トリアの市場規模が縮小傾向にあることから減
少しています。
「CIS+」では、ロシア、ルーマニアが成長を
牽引し、「ウィンストン」がほぼ全ての市場にお
いて成長を維持したことや、
「LD」、
「グラマー」
がロシアで成長したことから増加しています。
「その他地域」ではトルコ、台湾、中近東、
韓国において「ウィンストン」、
「マイルドセブン」、
「LD」が引き続き好調に推移したことから増加
しており、地域毎にバランスの取れた成長を持
続しています。
※海外たばこ事業は2008年1-6月期を連結

名称及びスペックの変更（セブンスター・ファミリー）
変更有無と内容
銘柄（変更前）
名称変更

パッケージデザイン

味、香り、タール値

セブンスター･ボックス

変更なし

変更あり

変更なし

セブンスター･カスタム
ライト･ボックス

セブンスター・
ミディアム・ボックス

変更あり

変更なし

セブンスター･ライト･
ボックス

変更なし

変更あり

変更なし

セブンスター･メンソール･
ボックス

変更なし

変更あり

変更なし

セブンスター･メンソール･
ライト･ボックス

セブンスター・ライト・
メンソール・ボックス

変更あり

既存セブンスター・ライ
ト・メンソール（ソフト）の
味香り、タール値に統一
※タール値（8mgから
7mg）

グローバル・フラッグシップ・ブランド

■南欧・西欧
■北欧・中欧
■CIS＋
■その他地域

名称及びスペックの変更（マイルドセブン・ファミリー）
変更有無と内容
銘柄（変更前）
名称変更

パッケージデザイン

味、香り、タール値

マイルドセブン・ワン・
メンソール・ボックス

マイルドセブン・アクア・
メンソール・ワン・ボックス

変更あり

変更なし

マイルドセブン・ワン・
メンソール・100'sボックス

マイルドセブン・アクア・
メンソール・ワン・
100'ｓボックス

変更あり

変更なし

4

り、営業損失を計上しました。
加工食品事業の今後の取り組みとして、社

からご意見、ご助言をいただける体制を構築で

名・ブランﾄﾞの統一を図っていきます。また、

きました。今後とも継続的に様々な知見・視点

事業体制強化に向け、商品開発、営業、調達や

を取り入れ、最高水準の安全管理体制を構築し、

「JTK-656」が新規に臨床開発段階へ移行し、

システムの統合を順次実施していきます。また、

お客様からの信頼を得ることができるよう努め
ていきます。

研究開発面においては、海外で抗HIV薬

医薬事業

現在10品目の臨床開発が進んでいます。また、

安全管理体制強化の進捗として、９月には中国

医薬事業については、ロシュ社へ導出した脂

本年9月に骨粗鬆症治療薬「JTT-305」につい

の青島の検査センターが稼動いたしました。ま

質異常症治療薬 ｢JTT-705｣ 及びギリアド・サイ

て、日本を除く全世界での独占的開発・商業化

エンシズ社へ導出した抗HIV薬｢JTK-303｣の開

権を米国メルク社へ導出することに関するライ

発の進展に伴うマイルストーン収入があったこ

センス契約を締結しました。今後とも研究開発

とから、増収となり、利益面についても改善し

活動の強化、及び戦略的な導出入機会の探索を

ました。

図っていきます。

■医薬事業
開発名
JTT-705
（経口）

臨床開発品目（2008年10月30日現在）
開発段階
国内：Phase2

適応症
脂質異常症

詳

細

権

利

HDL（高密度リポ蛋白：善玉コレステロール）中のコレ スイスのロシュ社へ日本
ステロールをLDL（低密度リポ蛋白：悪玉コレステロール） を除く全世界の開発・商
に転送するCETPを阻害することにより、血中HDLを増 業化権を導出
（同社ではPhase3）
加させる

JTT-130
（経口）

国内：Phase2
海外：Phase2

脂質異常症

MTPを阻害することにより、コレステロール及びトリグリセ
リドの吸収を抑制し、脂質値を低下させる

JTK-303
（経口）

国内：Phase1

HIV感染症

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の増殖に関わる酵素である 米国ギリアド・サイエンシ
インテグラーゼの働きを阻害する
ズ社へ日本を除く全世界
の開発・商業化権を導出
（同社ではPhase3）

JTT-302
（経口）

海外：Phase2

脂質異常症

HDL（高密度リポ蛋白：善玉コレステロール）中のコレ
ステロールをLDL（低密度リポ蛋白：悪玉コレステロール）
に転送するCETPを阻害することにより、血中HDLを増
加させる

JTT-305
（経口）

国内：Phase2

骨粗鬆症

副甲状腺細胞のCaSRに作用し、血中Caの感知を阻害 米国メルク社へ日本を除
することで副甲状腺ホルモンの分泌を促し、骨の代謝回 く全世界の開発・商業化
転を高めることにより骨形成を促進する
権を導出

JTT-552
（経口）

国内：Phase2

高尿酸血症

腎臓における尿酸の再吸収に関与するURAT1の働きを
阻害することにより、尿中への尿酸排泄を促進させ、血
中尿酸値を低下させる

JTT-651
（経口）

国内：Phase1

2型糖尿病

グリコーゲン分解酵素であるGPの働きを阻害することに
より、肝臓から血中への糖放出を抑制し、血糖を降下さ
せる

JTS-653
（経口）

国内：Phase1

鎮痛、過活動膀胱

知覚神経に存在するTRPV1の働きを阻害することにより
症状を改善する

JTT-654
（経口）

海外：Phase1

2型糖尿病

HSD-1の働きを阻害することにより、過剰なグルココル
チコイド作用を抑制する

JTK-656
（経口）

海外：Phase1

HIV感染症

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の増殖に関わる酵素である
インテグラーゼの働きを阻害する

前回（2008年7月31日）公表時からの変更点：JTK-656の海外臨床入り
JTT-305について、日本を除く全世界における開発・商業化権を導出したため、その旨権利欄に記載
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た、新たに1名外部専門家を招聘し、計3名の方

食品事業

における天候影響及び競争激化に伴う売上の減
少があったものの、加ト吉グループの連結によ
り、増収となりました。一方営業損益について

食品事業については、加工食品事業における

は、経費の増加、原材料価格の高騰及び加ト吉

農薬混入事案影響に伴う売上の減少、飲料事業

買収に伴い発生したのれん償却の影響等によ

２００９ 年 ３ 月 期 （ ２００８ 年 度 ） 業 績 予 想
2009年3月期（2008年度）の業績予想につい

響及び医薬事業における契約一時金収入等によ

ては、海外たばこ事業における継続的な成長や

り、売上高、EBITDA、営業利益は当初見込

通期の円対ドルの想定レートの見込を100円か

より大幅に上方修正となり、売上高、

ら103円に変更したことによる為替のプラス影

EBITDAについては過去最高となる見込です。

■表２ ２００９年３月期（２００８年度）業績予想

（単位：億円）

2009年3月期業績予想
当初見込

2009年3月期業績予想
第2四半期時見込

66,100

68,700

2,600

64,097

EBITDA※

5,930

6,340

410

6,020

営業利益

3,110

3,480

370

4,305

経常利益

2,780

2,900

120

3,626

当期純利益

1,480

1,600

120

2,387

税込売上高

増減

2008年3月期実績

※EBITDA ＝営業利益＋減価償却費

●将来に関する記述等についてのご注意
本資料に記載されている、当社又は当社グループに
関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、
予定、事実の認識・評価等といった、将来に関する記
述は、当社が現在入手している情報に基づく、本資料
の日付時点における予測、期待、想定、計画、認識、
評価等を基礎として記載されているに過ぎません。ま
た、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確
定し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を行
うために不可欠となる一定の前提（仮定）を使用して
います。これらの記述ないし事実又は前提（仮定）に
ついては、その性質上、客観的に正確であるという保
証も将来その通りに実現するという保証もありません。
また、あらたな情報、将来の事象、その他の結果にか
かわらず、常に当社が将来の見通しを見直すとは限り
ません。これらの記述ないし事実又は前提（仮定）が、
客観的には不正確であったり将来実現しないという可
能性の原因となりうるリスクや要因は多数あります。
その内、現時点で想定される主なものとして、以下の

ような事項を挙げることができます（なお、かかるリ
スクや要因はこれらの事項に限られるものではありま
せん）。
（1）喫煙に関する健康上の懸念の増大
（2）たばこに関する国内外の法令規則による規制等の
導入・変更（増税、たばこ製品の販売、マーケテ
ィング及び使用に関する政府の規制等）、喫煙に関
する民間規制及び政府による調査の影響等
（3）国内外の訴訟の動向
（4）国内たばこ事業、海外たばこ事業以外へ多角化す
る当社の能力
（5）国際的な事業拡大と、日本国外への投資を成功さ
せる当社の能力
（6）市場における他社との競争激化、銘柄嗜好の変化
（7）買収やビジネスの多角化に伴う影響
（8）国内外の経済状況
（9）為替変動及び原材料費の変動
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連結財務諸表
連結貸借対照表
科 目

連結損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度末 当第2四半期末
（2008年3月31日）（2008年9月30日）

増減金額

科 目

（単位：百万円）

（

前第2四半期
2007年4月1日から
2007年9月30日まで

）（

当第2四半期
2008年4月1日から
2008年9月30日まで

）

増減金額

資産の部
流動資産

1,234,695

1,243,151

8,455

固定資産

3,852,518

3,381,676

△ 470,842

763,332

740,832

△ 22,499

281,742
218,973

265,725
214,386

△ 16,016
△ 4,587

157,380
105,234
2,759,407
2,106,887
613,496
39,023
329,778

159,360
101,360
2,325,183
1,740,839
549,308
35,036
315,659

1,979
△ 3,874
△ 434,223
△ 366,048
△ 64,188
△ 3,986
△ 14,118

5,087,214

4,624,827

△ 462,386

有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
その他
無形固定資産
のれん
商標権
その他
投資その他の資産
資産合計

売上高
売上原価

2,914,042
2,368,170

3,497,087
2,846,037

583,044
477,867

545,871

651,049

105,177

326,701

446,464

119,762

営業利益

219,170

204,584

△ 14,585

営業外収益
営業外費用

12,861
31,007

11,450
64,649

△ 1,411
33,642

経常利益

201,024

151,385

△ 49,638

特別利益

12,436

22,946

10,510

特別損失

8,827

35,574

26,747

204,633

138,757

△ 65,875

68,577
3,702

66,596
2,681

△ 1,981
△ 1,020

固定資産売却益の増加はあったものの、廃
止社宅の取壊し撤去費用を含む関連損失

132,353

69,479

△ 62,873

の発生、及び成人識別自販機導入費用の
増加等により、減益となりました。

売上総利益
販売費及び一般管理費

会計基準の変更による、旧RJRインターナシ
ョナル買収に伴うのれん及びギャラハー社買
収に伴うのれんの償却により減少しました。
また今年度の期首において、過年度分の償
却相当額をのれん及び株主資本に含まれる
利益剰余金から減額処理しました。

税金等調整前四半期純利益
法人税等

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

少数株主利益
四半期純利益

前連結会計年度末 当第2四半期末
（2008年3月31日）（2008年9月30日）

増減金額

会計基準の変更に伴う海外たばこ事業にお
けるのれんの償却開始や国内たばこ事業に
おける販売促進費の増加等により、減益と
なりました。

連結子会社の外貨建社債等の期末評価に
おいて為替差損が発生したこと及びギャラ
ハー社連結に伴う支払利息の増加等により、
減益となりました。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

科 目

国内たばこ事業において販売数量の減少
等があったものの、海外たばこ事業における
売上成長の継続、海外たばこ事業における
ギャラハー社・食品事業における加ト吉の
連結等により増収となりました。

円高の影響により、在外子会社の資産・
負債の期末評価額が圧縮されました。

負債の部
流動負債

1,284,396

1,377,268

92,872

固定負債

1,648,188

1,393,888

△ 254,300

負債合計

2,932,584

2,771,156

連結キャッシュ・フロー計算書
科 目

△ 161,428

純資産の部
株主資本
評価・換算差額等
新株予約権

1,957,761
△ 178,451

△ 148,212

185

247

61

）

増減金額

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,830

140,643

△ 35,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,574,126

△ 28,598

1,545,528

円高の影響により、評価・換算差額等に
含まれる為替換算調整勘定が多額のマイ

財務活動によるキャッシュ・フロー

584,734

△ 135,423

△ 720,157

ナス計上となりました。

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,981

△ 16,572

△ 52,554

△ 148,550

△ 30,238

）（

当第2四半期
2008年4月1日から
2008年9月30日まで

78,370

74,113

△ 4,257

純資産合計

2,154,629

1,853,671

△ 300,958

現金及び現金同等物の増減額

△ 777,580

△ 39,950

737,629

負債純資産合計

5,087,214

4,624,827

△ 462,386

現金及び現金同等物の期首残高

1,179,522

215,008

△ 964,513

現金及び現金同等物の四半期末残高

401,941

175,057

△ 226,883

少数株主持分

7

2,106,311

（

前第2四半期
2007年4月1日から
2007年9月30日まで

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

前期にギャラハー社株式の取得があったこ
とによるものです。

前期に主にギャラハー社株式取得に係る資
金調達を目的として、金融機関からの借入を
実施したことによるものです。
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こ
の
人
に

無類の愛煙家・寅彦と文豪漱石―
二人を結ぶ意外な接点

煙
草
あ
り
︒

寺田寅彦

夏

目漱石の代表作『吾輩
は猫である』で理学者寒月のモ
デルとされる寺田寅彦も愛煙家
だった。寅彦に、雑誌『中央公
論』の1934（昭和9）年8月号に書

漱石の親戚だったある娘が結
婚することになった。新郎は東
京駅の駅舎を設計した西洋建築

先ほどの随筆「喫煙四十年」
に戻ると、寅彦はこんなことも
披露している。

学の辰野金吾東大教授の息子さ
ゆたか
ん。この花婿は、辰野隆といっ

「いつか須田町で乗り換えた
時に気まぐれに葉巻を買って吸
い付けたばかりに、電車（註：

きん ご

いた「喫煙四十年」という随筆

て、やはり東大でこちらはフラ

がある。この文によると寅彦15、
6歳のころ、一歳年上の甥がた
ばこの白い煙を両方の鼻の穴か
ら勢いよく出すので「うらやま
しく思った」という。身近な人
の喫煙が、彼がたばこを吸い始
めるきっかけとなったらしい。
以来、この随筆が書かれるま
で寺田寅彦は喫煙 四十年 と
いうわけだ。寅彦のご子息であ
る寺田東一さんによると、寺田
寅彦は食べ物の好みは甘党だが、
同時に相当な愛煙ぶりで、死の
直前まで口付たばこの「朝日」
を放さなかったという。この点
は彼の師匠漱石が「朝日」をよ
く吸っていたのと同じだ。
「朝日」
は、庶民のたばこだった。
さて、その漱石先生と寅彦に
は意外なつながりがあったよう
だ。

ンス文学を教える先生。元気が
よくて八方破れ、おまけにきわ
めて毒舌家の名物教授として、
のちに知られた人物で、戦後発
足した日本パイプクラブ二代目
会長でもあり、たばこ好きとし
ても有名であった。
寅彦は、「喫煙四十年」を発
表した同じ月、当時の専売局の
機関誌『専売協会誌』に『ゴル
フ随行記』というエッセイを書
いていて、なんとそれにいかに
も辰野隆らしいフランス文学の
Ｎ先生と、寺田寅彦の同僚の工
学系のM先生ご夫婦と寅彦とが
いっしょにゴルフをした顛末を
記している。「Ｎ先生は『口が
悪く』、そのプレイは『エスプ
リとエランの恍惚境を望んでい
る』」とあるので、このＮ先生
は辰野隆にまちがいない。

Torahiko Terada
（1878年−1935年）

1878年
1916年
1917年
1933年

路面電車）を棄権して日本橋ま
で歩いてしまった。夏目先生に
その話をしたら早速その当時書
いていた小説（註：
『彼岸過迄』
）
の中の点景材料に使われた。須
永というあまりかんばしからぬ
役割の作中人物の所業としてそ
れが後世に伝わるようになって
しまった。そのせいではないが、
往来で葉巻を買って吸い付ける
ことはその時限りでやめてしま
った」
文豪とつきあうというのも、
モデルに使われたらたいへんで
ある。寅彦は、その他『三四郎』
の野々宮宗八のモデルでもある。
ただし、いずれもたばこ好きの
登場人物であった。
『グレート・スモーカー 歴史を変えた愛煙
家たち』
（祥伝社新書）
より一部転載
写真提供 共同通信社

東京市麹町区（現・千代田区）に生まれる
東京帝国大学理科大学教授に就任（物理学）
帝国学士院恩賜賞受賞
『柿の種』発刊

寺田寅彦―東大教授の物理学者。科学と文学を結んだ随筆で有名。
どんぐり
『吾輩は猫である』の連載開始に刺激された寅彦は同じ雑誌に『団栗』を書き、漱石に激賞された。
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第 ３回

事業部長
インタビュー

Q 医薬事業の概要を教えてください。
A JTは1987年より医薬事業に進出しており、
「国

A 「JTT-305」は骨粗しょう症治療薬です。
現在の骨粗しょう症治療薬は、骨が脆くなるの

際的に通用する特色ある研究開発主導型事業の
構築」と「オリジナル新薬を通じての存在感の
確保」に努め、当社事業の「次代の柱」とすべ

を遅らせる働きを持つ薬剤が主流ですが、
「JTT-

く、積極的に経営資源を投入している事業です。
研究開発力の充実・強化のため、1993年には
本格的な自社研究施設としてJT医薬総合研究

医薬事業部長
Okubo Noriaki

所を設立し、研究開発の中核としています。ま
た2000年には米国ニュージャージー州にある子
会社アクロスファーマ社に臨床開発機能を付加
し、海外における臨床開発の拠点としています。
一方、1998年には鳥居薬品
（株）をグループ会
社に迎えており、JTグループとしての相乗効
果を最大限に発揮すべく、JTが研究開発機能を、
鳥居薬品（株）が製造・販売機能を担い、それぞ
れが得意分野に特化することで、より最適な事
業運営体制の構築を目指しているところです。
Q JTが機能を担っている、研究開発の方針
について教えてください。
A 研究開発においては、現状の臨床開発品の
着実なステージアップを図りつつ、創薬研究の
（*1）
推進によるR&Dパイプライン の一層の充実に
取り組んでいます。また研究領域としては主に
「糖・脂質代謝」
「ウイルス」
「免疫・炎症」
「骨」の
4 領域に注力しています。研究開発のスピード
向上と早期上市を目指し、また事業価値の早期
増大に向けて、自社における研究開発力の充実・
強化はもちろん他社との提携も進めています。
Q

他社との提携といえば、今年9月、自社オリ

ジナル化合物「JTT-305」の海外における独
占的開発・商業化権を米国のメルク社（Merck
& Co., Inc.）へ導出しました。この薬について
教えてください。
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研究開発主導型の事業構築と
オリジナル新薬の開発を目指す

305」は骨の代謝回転を高めることにより骨形
成を促進する働きを持ち、かつ、経口剤である
ため、注射等に比べて患者様の利便性も高いこ
とから、大いに期待しています。またメルク社
は世界有数の製薬企業で、骨粗しょう症治療薬
の分野でも世界的な開発・販売力を有しており、
今回タッグを組めることをとても心強く感じて

一方、「JTK-303」はHIV（ヒト免疫不全ウイ
ルス）の増殖に関わる酵素の一つであるインテ
グラーゼの働きを阻害する抗HIV薬で、2005年
に米国ギリアドサイエンシズ社（Gilead Sciences，
Inc．）に海外における独占的開発・販売権を導
出しています。HIV治療においては、長期にわ
たる治療のため、ウイルスに既存薬への耐性が
出来てしまうことが大きな問題となっています
が、「JTK-303」は既存の抗HIV薬の多くとは
異なるメカニズムの薬剤であることから、新た

います。今回の導出により、今後JTは同社よ
り契約一時金を受領するとともに、開発進捗に
応じたマイルストーンと、上市後は売上高に応

な選択肢を提供できるものと期待しています。
ギリアド社は抗HIV薬の分野における世界有数

じたロイヤリティを受領することになります。

はギリアド社の主力製品であるビリアード・エ
ムトリバ・ツルバダの日本における独占商業化
権を取得して販売するなど、強力なタッグを組
んできています。
これらについても、開発進捗に応じたマイル
ストーンと、上市後は売上高に応じたロイヤリ
ティを受領することになります。

Q 既に導出している自社オリジナル化合物「JTT705」
・
「JTK-303」が、それぞれ今年4月・7
月に、導出先でフェーズ3に移行しました。フェ
ーズ3とは何か、またこれらの薬について教え
てください。
（*2）
A フェーズ3とは臨床試験 のいわば集大成
で、同意を得た多数の患者様を対象として、そ
れまでの試験で得られた有効性と安全性につい
て検証することを主な目的として行う臨床試験
の段階をいい、この段階をクリアすると晴れて
医薬品の製造販売の承認申請を行うことができ
ます。海外において「JTT-705」と「JTK-303」
がこの段階に入ったということですから、着実
なステージアップができているといえます。
それぞれの薬についてですが、まず「JTT-705」
は脂質異常症の治療薬で、2004年にスイスのロ
シュ社（F. Hoffmann-La Roche Ltd.）に日本を
除く全世界における独占的開発・販売権を導出
しています。この分野の薬は、いわゆる悪玉コ
レステロールを減らすスタチンという種類の薬
が有名ですが、「JTT-705」は、いわゆる善玉
コレステロールを増やすことで動脈硬化の改善
や心臓血管病のリスクの低下が期待できる、
CETP阻害剤という種類の薬です。ロシュ社も
世界有数の製薬企業であり、がんやウイルス系
領域のリーディングカンパニーです。なお同社
は「2011年より後の上市を予定している」と発
表しています。

のメーカーであり、これまでもJTと鳥居薬品
（株）

Q 最後に、今後の医薬事業についての考えを
お聞かせください。
A この数か月の間で、JTのオリジナル化合
物が評価され導出に至り、また、既に導出した
化合物二つが海外でフェーズ3へステージアッ
プしたことにより、JTの創薬力を示すことが
出来ました。
医薬品の製造販売までには様々なハードルが
あり、また、研究着手から上市まで通常10年以
上の年月を要しますが、世界中の患者様や医療
関係の方々に「JTが創ったこの医薬品があっ
てよかった」と思っていただけるような 世界
に通用するオリジナル新薬の創出 を目指し、
引き続き、臨床開発品の着実なステージアップ、
R&Dパイプラインの一層の充実に向け取り組
んでいきます。
*1

新薬の候補化合物のこと。

*2

新薬の候補化合物を、実際に患者様や健康な人に投与
することにより、安全性と有効性を確かめる目的で行
われる試験のこと。フェーズ!、!
!、#と段階的に移行
し、フェーズ!では同意を得た少数の健康な人を対象
に安全性を調査し、フェーズ!
!では同意を得た少数の
患者様を対象に、有効で安全な投薬量や投薬方法を確
認する。
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第２０回

アフィニス夏の音楽祭
２００８年８月１８日（月）〜２７日（水）in 長野県飯田市／東京都港区／山形県山形市

●公開セミナー
セミナーでは、管弦楽の基礎である室内アン
サンブルをはじめ、オーケストラなど4つのカ

レッスンや講習などを行いました。また、その
風景を一般の方に公開し、プロの演奏家たちの

リキュラムで日本のプロオーケストラ団員との

音楽創りの様子に身近に触れていただきました。

財団法人アフィニス文化財団では、日本のプロオーケストラ団員の方々に、相
互交流とレベルアップの機会を提供することを目的に『アフィニス夏の音楽祭』
を毎年開催しています。世界の一流オーケストラで活躍されている演奏家に多
数講師としてご参加いただき、セミナー＆コンサートをお届けしています。

講師と日本のプロオーケストラ団員の
レッスン風景を公開しました

●演奏会
セミナーの成果発表として飯田市公民館と飯
田文化会館において3回の「飯田演奏会」を、そ
して設立母体のJT本社内にある「JTアートホ
ール アフィニス」において「東京演奏会」を

第20回となる今回は、音楽監督の四方恭子
さん、指揮者の下野竜也さんをはじめ、ドイ
ツを中心とした国内外のオーケストラや音楽
大学から総勢16名の講師をお招きしました。
日本のプロオーケストラ団員とのレッスン風
景を一般に公開する「公開セミナー」
、その「公

開セミナー」の成果を発表する「演奏会」を
開催したほか、開催地の市民の方々との交流
プログラムとして、未就学児童とその父母を
対象としたコンサートなど、さまざまな催し
を約10日間にわたって開催しました。

飯田演奏会の様子

開催しました。また、飯田文化会館では20年に
及ぶ開催地飯田の方々に対する感謝の念を込め
て「20周年記念演奏会」も開催しました。

飯田文化会館では20周年記念演奏会を開催

●市民交流プログラム
財団法人アフィニス文化財団

13

JTの出捐により昭和63年に設立した文化財団。
プロオーケストラの公演や楽団員の海外研修に対して助成を行うほか、この「アフィニス夏の
音楽祭」 や、プロオーケストラ団員の企画・演奏による室内楽シリーズ「アフィニス・アンサン
ブル・セレクション」などを開催しています。

詳しくはホームページをご覧ください

子どもたちのための「あいうえ音楽館」とし
て、アマチュア演奏家との共演や、未就学児童
とその父母を対象とした親子コンサート、オー
ケストラの楽器を体験できる教室など、さまざ
まな催しを行いました。
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http://www.affinis.or.jp/
子どもたちもオーケストラの楽器を体験！

吸う人のために。吸わない人のために。
〜JTの分煙への考え方〜
JTでは「たばこを吸われる方と吸われない方との協調ある共存社会の実現」を目指し、より具体的な
テーマである「分煙」について、
「分煙コミュニケーション」を開始しました。たばこを吸う人も吸わな
い人も、たばこの煙やにおいを気にしなくていい、JTはそんな分煙環境の実現を本気で考えています。

分 煙 を 、 考 え る こ と 。

「 分 煙 」へ の 取 り 組 み や 事 例 の 広 が りを 、T V / C M で も ご 紹 介 し て い ま す 。

そ こ で 終 ら な い こ と 。

私たちJTが、今、考えていること。行っていること。これから、さらに、考えなければいけないこと。行うべきこと。

つまり、たばこの「今」
と
「未来」に関して、お話します。少し長くなりますが、できれば最後までお読みください。

マナー広告にできることがあります。

いろいろな分煙がある、

多くのことを始めています。

人を分けるのではなく、

できないことがあります。

ということを、まず知ってください。

多くのやるべきことがあるから。

煙を分ける、という未来へ。

私たちの社会には、

今、私たちは、

そのために、場所ごとの状況、

しかし、それでも、たばこを吸わない人にとって、

たばこを吸う人と吸わない人がいます。

たばこを吸う人にとっても吸わない人にとっても、

条件に応じて、最も適切な分煙のカタチを創っていく。

たばこは迷惑になることがあります。

たばこを吸っていい場所と、

より快適な「分煙」環境の実現を推し進めています。

それは、単に灰皿を設置したり、

煙だけではなく、においも、とても気になります。

吸ってはいけない場所があります。

分煙には様々なカタチがあります。

公共の場に喫煙場所を設ける活動だけではありません。

また、たばこを吸う人にとっても、多くの喫煙環境が、

そして、どちらでもない場所があります。

ひとつの場所において、

私たちは、分煙を望む施設の方々に対し、

決して快適で、充分なものだとは言えません。私たちは、

はっきりと決められていない場所があります。

エリアを分ける「空間分煙」もあれば、

たばこを吸う人、吸わない人にとって、

今の分煙環境の多くが不完全であると認識しています。

そこは、場所や時間、あるいは

喫煙できる時間帯とそうでない

今いちばんベストなカタチを考え、提案し、

将来的には、たばこの煙、においを、より完全に

そこにいる人によって、吸っていい場所にも、

時間帯とで分ける「時間分煙」もあります。

創るお手伝いをしています。

コントロールする。言わば、
「空気をデザインする。
」＊3

吸ってはいけない場所にもなります。

そして、まったくたばこの吸えない施設もあれば、

カフェやレストランなどでは、

その技術を、幅広い専門家と協同で、

たばこを吸ってはいけない場所では、

こころおきなくたばこを楽しめる施設もあります。

たばこを吸う人も吸わない人も、

研究開発に着手しています。

当たり前ですが、禁煙がルールです。

分煙のカタチをひとつに決めてしまうのではなく、

より快適な時間を過ごせるような、

その場、空間においては、たばこを吸う人も、吸わない人も、

たばこを吸っていい場所で、求められるのが、マナーです。

吸う人にとっても吸わない人にとっても

分煙のノウハウの提供や

たばこの存在を気にしなくていい。

今、私たちがマナー広告を継続的に発信しているのは、

様々な選択肢が整っている。

事例の紹介を行っています。

煙やにおいを気にしなくてもいい。

ルールを守らない喫煙者が多いからではありません。

それらを自由に選べる環境が、

また、オフィスやショッピングセンターなどでは、

そういう場を、空間を提供したいと考えています。

ルールはもちろん、マナーにも配慮している

よりよい「分煙社会」であると、

たばこの煙の流れをシミュレーションし、

たばこを吸う人と、吸わない人に分ける。

喫煙者は、確実に増えています。＊１

私たちは考えます。

煙やにおいをコントロールする

その方が、簡単かもしれません。

一部のルール違反者、あるいは

ノウハウを提供する「分煙コンサルティング」

マナーの気配りが足りない喫煙者に、

を行っています。＊2

今の自分の行動に気づいてほしい
と考えているからです。
もちろん、マナーだけで
すべてが解決できるとは思っていません。

JTは、いろいろな
分煙のカタチを
利用者が自由に選べる社会が
よりよい分煙社会であると
考えています。

しかし、私たちは、

誰かが迷惑をするのではもちろんなく、
目指しているものは
「人を分けるのではなく煙を分ける」こと。
JTはそういう未来が実現できることを
本気で考えています。

一律的な全面禁煙には、反対します。
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bun-en.com

（注）
＊1 2008年1月の調査結果では、吸わない人の60.1%が、
「周囲の喫煙者は、周りの人やマナーに配慮してたばこを吸って
いる」と答えており、2007年1月の調査より、3.2%上昇しています。
（シノベイト調べ）
＊2 公共施設や商業施設、オフィスなどを対象に、各施設の特徴や利用者のニーズに応じた設備・機器の情報や換気のノウ
ハウ提供、メンテナンスのアドバイスなどを、無償で行っています。これまでに925件のコンサルティングを実施しています。
＊3 煙はもちろん、においの原因を成分レベルで分析し、その動きを、様々な換気方法、設備、空間設計などにより、制御す
ることによって、より快適な空間を実現することを目指しています。

しかし、私たちの考える最終的なカタチは、
「人を分けるのではなく、煙を分ける。」
誰かが我慢するのでもなく、
たばこを吸う人、吸わない人が、自然にいられる。
同じ空間の中で、同じ社会の中で。
そういう未来が実現できることを、
私たちJTは、真剣に、考えています。

よりよい分煙社会の
実現のために、
JTは多くのことに
取り組んでいます。

吸 う 人
の た め に 。
吸わない人
の た め に 。

NEWS

●ニュース掲示板

JTグループ商品のご案内

■ たばこ税増税反対署名活動について
JTは、全国たばこ販売協同組合連合会、全

のみ過大な負担を強いる増税に断固反対してい

ルーツ「アロマブラック
ホットブレンド」
好評発売中

275gボトル缶／130円
（希望小売価格

消費税別）

ルーツ「リアルブレンド
ミスターファーマー」

好評発売中

190g缶／115円
（希望小売価格

消費税別）

国たばこ耕作組合中央会と共同で、成人を対象

ます。たばこ税増税反対について、さらに多く

にたばこ税増税反対署名活動を行っています。

の方々のご理解とご賛同を得るために署名活動

●ホット専用無糖ブラックコ

●中南米各地から厳選した風

昨今、たばこ税増税の議論がなされておりま

を含めた幅広い活動を実施し、業界一丸となっ

ーヒー、ルーツ「アロマブ

味豊かな3種のアラビカ豆を

て増税阻止に向け取り組んでまいります。

ラックホットブレンド」が

贅沢にもコーヒー規格とな

リニューアル。これまでの

る豆量※注の170％相当量を使

美味しさはそのままに、2

用しました。さらに、新製

種の焙煎手法を駆使しホッ

法「ダブルコーヒーアロマ製

ト専用にコーヒー豆をブレ

法」によって、コーヒー豆

ンドすることで「淹れ立て

から水溶性アロマ（軽く広

の香り」をさらに追求しま

がる焙煎香）と油溶性アロ

した。

マ（旨み・ボディ感を感じさせる風味）の両

すが、これは、不足する財源確保のために「取
り易いところから取る」という安易な議論であ
り、このような特定の商品、お客様及び業界に

また、ご賛同いただける方のご協力を心より
お願いいたします。

●コールド品同様、キャップには滑りにくい
「スリップレスキャップ」を採用しました。

方を引き出し、力強い「香り」と「旨み」を
実感できる味わいに仕上げました。
※注 コーヒー規格となる豆量：コーヒー生豆換算で5g／100g

10月17日、JR新宿駅前にて、JT木村宏社長ほか10名が参加し、たばこ税増税反対の街頭署名
活動を行いました

たばこ税増税反対

「ホット専用」でさらに香りたかく！

厳選コーヒー豆１７０％量※注使用

署名場所

●インターネット上の専用サイト（パソコン・携帯電話からアクセス可能）
「たばこ税ドットコム」 http://tobacco-zei.com/
●署名用紙のある全国のたばこ販売店の店頭

｢野菜たっぷり
あんかけうどん｣

※実施期間：10月1日〜12月上旬を目処

1食入（354g）

たばこ税増税反対を訴えかけるポスター

いまどき和膳シリーズ
「かぼちゃの重ね揚げ」
好評発売中

4個入（120g）

好評発売中

■ 新形状のタール1mgメンソール
「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」全国発売
JTは、10月上旬より10本入り新形状のター

JT初となるコンパクトな10本入り規格を採用

ル1mgメンソール製品「ピアニッシモ・フラ

しました。また、多様化するお客様の嗜好に合

ン・メンソール・ワン」を全国で発売しました。

わせ、ラズベリーのような香りと、上品で軽や

「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」
は、ピアニッシモ・ファミリーの特長である、
クセの少ない爽やかなメンソール感を踏襲し

●コシのあるうどんにたっぷりの野菜あんかけ

●北海道産栗かぼちゃで鶏そぼろのあんをはさ

かなデザインに仕上げました。

を合わせました。あんには、ダシの風味がき

み、薄衣でカラッと揚げた重ね揚げです。か

※フランとは、
「Framboise（フランボワーズ）
」を略した造語です。
フランボワーズはフランス語でラズベリーを意味するものです。

いたスープを使用。濃厚なとろみで仕上げま

ぼちゃの自然の甘みと、北海道産真昆布だし

した。栄養バランスにも気を配った一品です。

を使用した鶏そぼろあんのハーモニーが絶妙

た、スーパーキング（100ミリ）スリムサイズの
タール1mgメンソール製品です。JT独自の技
17

術である、たばこの嫌なにおいを抑えた「Dspec」を採用した仕様となっています。
この製品独自の特長として、高い携帯性を実
現するために、100ミリサイズの製品としては

●国産野菜はごぼう、人参、サトイモ、ねぎを
「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」
製品サイズ：フィルター付きスーパーキングスリムサイズ
フィルタータイプ：プレーンフィルター
タール値：1mg／本
ニコチン値：0.1mg／本
包装形態：10本入り ラウンドボックス
価格：160円

です。

食べ応えのある大きさで使用。スープ、麺、

●そぼろは、国産鶏肉を使用。かぼちゃの皮が

具を一体化させるために「とろみ粉」を添え、

透けてみえるほどの薄衣は油っぽくなく、食

おいしく仕上げた自信作です。

卓でもお弁当でも大活躍の一品です。

たっぷり野菜でボリュームも満足！
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ほくほくかぼちゃの食感がたまらない

いつでもお好きなときにJTの飲料商品をお買い求めいただけます。 JTオンラインショップ

http://www.shopjt.com/

株 主 優 待 商 品 の ご 案 内
JTではこのたび株主優待制度を充実いたしました。平成20年9月30日現在、当社株式1株
以上保有の株主様に「株主優待のご案内」の中から選択していただいたご希望の優待商品を
贈呈いたします。また、これまで、1株以上保有の株主様に対し2,000円相当の自社商品（グ
ループ会社の商品及び社名入り贈答品・記念品を含む。以下、同じ。）を贈呈してまいりま
したが、5株以上保有の株主様につきましては3,000円相当の自社商品を贈呈することといた
します。
お手数ではございますが、別送の「株主優待のご案内」をご熟読のうえ、お申し込みいた
だきますよう、お願い申し上げます。

当社株式1株以上5株未満保有の株主様は、下記Aコースの3点の中より1点、5株以上保有の株主
様はBコースの3点の中より1点、ご希望の優待商品を選択していただき、別送の「株主優待のご
案内」に同封の「株主様ご優待申込書
（ハガキ）」に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

お申し込み期限：平成２０年１２月２６日
（金）株主優待事務局必着
1株以上5株未満保有の株主様
コース

２,０００円相当

●JT飲料事業部（販売会社：ジェイティ飲料株式会社）

安心・安全体制に関するノウハウを活かし、1
国内最高レベルの安心・安全体制の確立2高い
収益力の確立3グローバル市場への挑戦を掲げ、
冷凍食品事業を中核とするグローバル食品メー
カーを目指しています。

●富士食品工業株式会社
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富士食品工業（株）は国産初の「固形コンソメ
スープ」や、「麺用粉末スープ」、「オイスター

らも「本物の味を手軽に味わいたい」というお
客様のご要望に応えるべく、和洋中を問わず幅

ソース」など、食のパイオニアとして常に時代
をリードしてきた調味料メーカーです。これか

広く使える豊富な商品を開発してまいります。

別送の「株主優待のご案内」につき
まして、12月5日頃になってもお手
元に届かない株主様がいらっしゃい
ましたら、お手数ですが右記のお問
い合せ先までご連絡ください。

ＪＴ飲料事業部
（販売会社：ジェイティ飲料
（株）
）
及び
（株）
加ト吉

缶コーヒー「ルーツ」をはじめ、お茶「辻利」など
の厳選した飲料商品をお届けします。
（株）
加ト吉

ご新飲
は潟料
ん魚及
詰沼び
め産
合コ
せシ
セヒ
ッカ
トリ
缶コーヒー「ルーツ」をはじめ、お茶「辻利」など
の厳選した飲料商品と、加ト吉「新潟魚沼産コシヒ
カリごはん」のセットをお届けします。
（株）
加ト吉

※冷凍食品

※冷凍食品

セさ
ッぬ
トき
う
ど
ん

うか
どき
ん揚
セげ
ッ天
ト
ぷ
ら

打ちたての麺を、最新の技術でおいしい釜揚げの状
態で瞬間冷凍。麺の持つコシ・ツヤ・深い味わい、
こまやかな風味が、いつでもご賞味いただけます。
本場さぬきの「コシとツヤ」が自慢の冷凍うどんを
お楽しみください。

打ちたての麺を、最新の技術でおいしい釜揚げの状
態で瞬間冷凍。麺の持つコシ・ツヤ・深い味わい、
こまやかな風味が、いつでもご賞味いただけます。
特製かき揚げとコシのある本場さぬきうどんとのハ
ーモニーが絶妙の一品です。

富士食品工業
（株）

富士食品工業
（株）

●株式会社加ト吉
（株）加ト吉は、安心・安全はもとより、様々
な食のシーンの中で「おいしい」「楽しい」と
感じていただける商品、つまり、「一番大切な
人に食べさせたい」と思える商品作りを目指し
ます。加ト吉は、JTとの冷凍食品事業の統合
をすすめ、JＴが持つ、研究開発・商品開発及び、

３,０００円相当

飲
料
詰
め
合
せ
セ
ッ
ト

今回の優待商品を提供するJTグループ３社をご紹介させていただきます。

して継続的に市場に投入しています。今後もさ
らなる成長を見据え、商品の研究・開発に注力
し、新しい価値の創造・提供に向けて積極的に
取り組んでまいります。

コース

ＪＴ飲料事業部
（販売会社：ジェイティ飲料
（株）
）

JTグループ３社のご紹介

JTの飲料事業部では、コーヒーの「Roots（ル
ーツ）」を基幹ブランドとして、独自技術に裏
打ちされた差別性とクオリティにこだわった商
品を、販売会社であるジェイティ飲料（株）を通

5株以上保有の株主様

スジ
ーェ
プン
セト
ッリ
トー

スジ
ーェ
プン
セト
ッリ
トー

素材本来の味にこだわりました。お湯を注ぐだけで
お手軽においしく本格スープをお楽しみいただけます。

素材本来の味にこだわりました。お湯を注ぐだけで
お手軽においしく本格スープをお楽しみいただけま
す。自然のものだけでできたおいしさをバラエティ
豊かにお届けします。

JT株主優待事務局
（商品発送代行：株式会社ジェイティクリエイティブサービス）

0120‐791‐187
受付時間：9:00〜17:00

土 ･日･ 祝日・年末年始を除く
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■ 役員

株券電子化について
2009年1月に株券電子化が実施される予定です。

がご本人以外の名義になっている場合、株主と

株券電子化が実施されると、上場会社の株券は

しての権利を失う可能性がありますので、必ず

無効となり、株主の権利は電子的に証券会社等

名義書換を行ってください。

の口座で管理されます。このとき、株券の名義

株券をお手元（自宅、貸金庫等）にお持ちの場合は、必ずご確認ください。

電
子
化
さ
れ
る
ま
で
の
手
続
き

株券はご本人の名義になっていますか？
いいえ

12
月0
電0
子9
化年

取締役会長
代表取締役社長
代表取締役副社長
代表取締役副社長
代表取締役副社長
代表取締役副社長
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役相談役

当社が株主の権利を確保するための口座（特別口座）
を開設

涌井 洋治
木村
宏
武田 宗高
住川 雅明
熊倉 一郎
山田 良一
大久保憲朗
小泉 光臣
古谷 貞雄
新貝 康司
本田 勝彦

社長
副社長
副社長
副社長
副社長
専務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

監査役
立石
塩澤
村山
藤田

久雄
義介
弘義
太寅

手続きは不要

■ 株価の推移

（コンプライアンス・財務・食品事業担当）
（CSR・企画・人事・監査担当）
（たばこ事業本部長 兼 特機事業担当）
（コミュニケーション・総務・法務担当）
（法務責任者）
（たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者）
（たばこ事業本部 R＆D責任者）
（たばこ事業本部 製造統括部長）
（たばこ事業本部 原料統括部長）
（医薬事業部長）
（医薬事業部 医薬総合研究所長）
（食品事業本部長）
（企画責任者）
（コミュニケーション責任者）
（たばこ事業本部 ブランド統括部長）
（たばこ事業本部 R＆D副責任者）
（たばこ事業本部 事業企画室長兼渉外企画責任者）
（食品事業本部 飲料事業部長）
（人事責任者）
（財務責任者）
（総務責任者）

木村
宏
武田 宗高
住川 雅明
熊倉 一郎
山田 良一
下村 隆一
小泉 光臣
岩波
正
飯島 謙二
久野 辰也
大久保憲朗
石黒 繁夫
古谷 貞雄
岩井 睦雄
志水 雅一
藤崎 義久
前島 宏敏
佐伯
明
永田 亮子
松本
智
宮崎 秀樹
千々岩良二

1994年10月27日上場〜2008年10月 当社株価（東証終値,月間）

自由に売却できます
（円）

700,000

株主の権利を
失う可能性も
電
子
化
実
施
後

手続きは不要

執行役員

常勤監査役
常勤監査役
監査役
監査役

利便性、安全性の
ためには、ほふり
へ預託を

早急に名義書換を！
！
もしも名義書換をしないと…

証券保管振替機構（ほふり）
に預けています。

はい

取締役

他人名義で「特別口座」
に記録されるので、株主
の権利を失う可能性があ
ります。電子化実施後、
本人名義に変更するには、
相続や譲渡等の証明が必
要となり、大変複雑な手
続きとなります。

「特別口座」
では
株式の売却は
できません！！
株式を売却するには証券
会社に口座を開設し、株
式の振替手続きが必要に
なります。

証券会社を通じて、「証
券保管振替機構（ほふり）
」
に株券をお預けの場合は、
株券電子化にあたり何も
手続きをする必要はあり
ません。今までと同様に
自由な売却が可能です。
※「証券保管振替機構
（ほふり）
」
についての詳細は証券会社
へお問い合せください。

650,000
600,000

第一次売出
入札による売出し
落札価格 136万2千円〜211万円（落札価格決定日 94年8月29日）
入札によらない売出し
売却価格 143万8千円（売却価格決定日 94年8月31日）
第二次売出
売却価格 81万5千円（売却価格決定日 96年6月17日）

550,000
500,000

第三次売出
売却価格 84万3千円（売却価格決定日 04年6月7日）

450,000
400,000
350,000
300,000

※株券電子化後は、証券会社の取引報告書等と当社（株主名簿管理人）からの株主様あて諸通知上の氏名や住所の文字
が一部、標準的な文字に変更される場合があります。

250,000
200,000

■名義書換に関するお問い合せ先
21

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル ０１２０−２３２−７１１
（受付時間：土・日・祝日を除く９：００〜１７：００）

150,000

22

100,000

■株券電子化の制度概要に関するお問い合せ先
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
フリーダイヤル ０１２０−７７−０９１５
（受付時間：日・祝日を除く９：００〜１７：００）

50,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

※2006年4月1日に1：5の株式分割を実施。2006年3月以前の株価は遡及して修正。

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

