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この業績報告書は森林保護につながるFSC™認証紙を使用するとともに、 植物油インキを使用しています。 

〒１０５-８４２２ 東京都港区虎ノ門２-２-１ JTビル 
電話：０３-３５８２-３１１１ 
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3月31日 
6月 
3月31日 
9月30日 
電子公告 
当社ホームページ（下記URL）に掲載 
http://www.jti.co.jp/ 
※やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、 
　日本経済新聞に掲載 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
（事務取扱場所） 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 
（お問い合せ先　郵便物送付先） 
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号 
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） 
（特別口座に関する手続用紙のご請求） 
特別口座をご利用の株主様の住所変更、配当金振込指定・変更に必要な各
用紙及び株式の相続手続依頼書のご請求は、特別口座管理機関のフリーダ
イヤル（0120-244-479）で24時間承っておりますので、ご利用ください。 
口座を開設されている証券会社までお問い合せください。 
 
2011年9月末の株主の皆様あてに11月に送付させていただきました株主優
待のご案内につきまして、期限までにお申し込みいただいた場合は12月末
より優待商品をお届けしておりますが、まだお手元に届かない株主様がお
られましたら、お手数ですが、下記のお問い合せ先までご連絡ください。 
 
　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） 
　フリーダイヤル　０１２０-７９１-１８７ 
　（受付時間　土・日・祝日を除く　９：００～１７：００） 
 
なお、株主優待商品につきましては、株主名簿にご登録いただいておりま
すご住所あてにお届けしております。 
引越し等により、ご住所に変更があった場合には、口座を開設されている
証券会社へ速やかにお届出をお願いいたします。特別口座をご利用の株主
様につきましては、特別口座管理機関であります三菱UFJ信託銀行株式会
社へ速やかにお届出をお願いいたします。 
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●２０１２年３月期（２０１１年度）第３四半期決算の概要 
ご あ い さ つ  

　2012年3月期第3四半期決算は、表1をご覧い

ただく通り、売上高は減収、EBITDA（営業利

益＋減価償却費）、営業利益、経常利益、四半

期純利益は増益となりました。 

　調整後売上高は、国内たばこ事業において増

税・定価改定による需要減、震災影響等に伴う

販売数量の減少及び海外たばこ事業における円

高影響等により前年同期比1.3％減収の1兆4,605

億円となりました。 

　一方、EBITDAは、国内及び海外たばこ事

業における単価上昇効果により、9.5％増益の

4,660億円となりました。営業利益は、15.6％増

益の3,099億円となっています。 

　経常利益は、支払利息の減少等により、21.0

％増の3,016億円となりました。 

　また四半期純利益は、固定資産売却益の増加

等による特別損益が改善したことにより、33.7

％増の1,604億円となりました。 

２０１２年３月期（２０１１年度）第３四半期決算のご報告 

　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。 
 
　2012年3月期第3四半期決算は、事業を取り巻
く環境が厳しい中でも、売上高は減収、その他利
益指標は増益の決算となりました。 
 
　国内たばこ事業については、東日本大震災発生
による工場被災等から一時的に供給に支障が生じ
ましたが、その後の早期復旧等の努力により、シ
ェアも着実に回復してきております。年度末であ
る2012年3月には60％のシェアに回復させるべく、
注力ブランドを中心とした積極的かつ効果的な新
製品の投入、販売促進活動の展開等を通じて、全
力を挙げて競争力強化に取り組んでまいります。 
　海外たばこ事業については、事業環境の厳しい
中、引き続きグローバル･フラッグシップ･ブラ
ンドの成長に注力するとともに、着実な価格戦略
による単価上昇効果を通じ、大幅な増収、増益と
なりました。シェアについても、競争が激化して
いる中で、ほぼすべての主要市場で伸長しており
ます。 
　医薬事業では、新たに、自己免疫・アレルギー
疾患治療薬が海外で臨床開発を開始し、現在9品
目が臨床試験の段階にあります。引き続き、開発

品の着実なステージアップと研究開発パイプライ
ンの充実を図ってまいります。 
　食品事業につきましては、飲料事業において基
幹ブランド「ルーツ」の販売が堅調に推移すると
ともに、加工食品事業において収益率の高いステ
ープル（冷凍麺、米飯、焼成冷凍パン）の販売を
伸長させることができました。引き続き、競争力、
収益力の強化を図ってまいります。 
 
　当期は中期経営計画「JT-11」の最終年にあた
ります。国内外のたばこ規制の強化や、「JT-11」
策定時に想定していた以上の世界的な景気後退、
国内における大幅なたばこ税増税や震災の発生等、
厳しい事業環境が続いています。しかし、このよ
うな逆境下においてもJTグループ全体の力を結
集し、「JT-11」で掲げた目標を上回る業績を見
込んでおります。 
 
　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。 
 

　　　　　　2012年2月 
　　　　　　代表取締役社長 

イレブン 

調整後売上高※1※2 

EBITDA※3 

営業利益 

経常利益 

四半期純利益 

14,800 

4,257 

2,681 

2,492 

1,199

2011年3月期第3四半期実績 2012年3月期第3四半期実績 増減 

（単位：億円） 

（億円） 

表１　２０１２年３月期（２０１１年度）第３四半期決算 

営業利益 

経常利益 

四半期純利益 

3,351 

3,162 

1,870

※1　従前の調整後税抜売上高は調整後売上高に名称変更 
※2　たばこ税、国内たばこ事業における輸入たばこ・国内免税・中国事業・その他及び海外たばこ事業における物流事業・製造受託等を控除 
※3　EBITDA＝営業利益＋減価償却費　キャッシュ・ベースの利益 

14,605 

4,660 

3,099 

3,016 

1,604

△1.3% 

9.5% 

15.6% 

21.0% 

33.7%

3,728 

3,646 

2,233

11.2% 

15.3% 

19.5%

EBITDA 営業利益 四半期純利益 

図１ 

参考：のれんの償却影響を除く主要利益 
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国内たばこ事業 ●各事業の概要 海外たばこ事業 

　国内たばこ事業については、昨年10月の増税

に伴う定価改定による需要減に加え、東日本大

震災に伴い、特に第1四半期において銘柄数及

び数量を限定して出荷していたこと等により、

販売数量が24.3％と大きく減少しました。数量

減影響を単価上昇効果が一部相殺したものの、

調整後売上高は減収となりました。一方、

EBITDA及び営業利益は単価上昇効果に加え、

特に4～ 6月において出荷銘柄数、数量を限定

した状況下で販売促進活動を実施できなかった

ことに伴う費用の減少等により増益となりまし

た。 

　シェアについては、東日本大震災による影響

から減少していますが、12月単月のJT製品シ

ェアは59.1％と着実に回復しています。年度末

3月単月シェア60％を目指し、引き続き、注力

ブランドを中心とした積極的かつ効果的な新製

品の投入、販売促進活動の展開等の施策を通じ

て競争力の強化に取り組んでいきます。 

　多様化するお客様のニーズにお応えするため、

1月にマイルドセブン・ファミリーからは初と

なるスーパースリム製品「マイルドセブン・ス

タイルプラス・6」「マイルドセブン・スタイル

プラス・ワン」を発売しました。また、3月か

らは、「マイルドセブン・インパクトメンソール・

ボックス」の発売を予定しています。その他、

2月上旬には、徹底的に香りにこだわったピー

ス史上最高傑作「The Peace（ザ・ピース）」を

発売しました。今後も、お客様にご満足いただ

ける魅力ある商品を提供していきます。 

　海外たばこ事業の2011年1-9月期は、「ウィン

ストン」がロシア、トルコ、イタリアで、「LD」

がロシア、ポーランドで増加したこと等により、

グローバル・フラッグシップ・ブランド（GFB）

の販売数量は前年同期に対し4.1％増の1,927億

本となりました。またGFBを含む総販売数量は、

ウクライナ、スペインでの総需要減少等があっ

たものの、前年同期比ほぼフラットの3,196億

本となりました。 

　シェアについては、すべての主要市場におい

て前年水準を上回り堅調に推移しています。 

　ドルベース調整後売上高、EBITDAは単価

上昇効果に加え、主要市場の現地通貨に有利な

為替影響があったこと等により、それぞれ12.8

％、17.3％の成長となりました。なお、円ベー

スEBITDAは、円高影響を受けたものの、5.6

％の増益となりました。 

図３　JT製品の市場シェア 

図４　海外たばこ事業実績 図５　主要市場のシェア 調整後売上高※1

EBITDA※2

円ベースEBITDA※2

イタリア 

フランス 

スペイン 

英　　国 

ロ シ ア 

ト ル コ 

台　　湾 

19.4％ 

15.8％ 

20.7％ 

38.8％ 

36.9％ 

21.8％ 

37.7％ 

20.5％ 

16.3％ 

20.9％ 

39.0％ 

37.0％ 

23.6％ 

38.4％ 

2010年9月 2011年9月 

（％） 

※1　物流事業、製造受託等を控除 
※2　JTへのロイヤリティ支払い前 

（百万ドル） （億円） 

図２　国内たばこ事業実績 

調整後売上高※ EBITDA 営業利益 （億円） 

※　国内たばこ事業の輸入たばこ事業、国内免税、中国事業、その他を除いた実績 

2011年3月期第3四半期 2012年3月期第3四半期 

2010年1-9月期 2011年1-9月期 
※　ACニールセン、Logista、 Altadis、JTI推定より。12か月移動平均 

表３　販売数量実績 

1-3月期 1-6月期 1-9月期 総販売数量※3

※3　PB、 製造受託を除き、シガー／パイプ／スヌース（かみたばこ）込み 

941 

945 

0.5％ 

2,047 

2,049 

0.1％ 

3,195 

3,196 

0.0％ 

表２　JT販売数量 

2011年3月期 
第3四半期 

2012年3月期 
第3四半期 

増減 

JT販売数量 1,068 808 △24.3%

（単位：億本） 

（単位：億本） 

（単位：億本） 
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4,448

2,123

1,8081,851

7,507

2,687
2,405

8,466

3,153
2,540

　2011年3月期 

　2012年3月期 

　増減 

1-3月期 1-6月期 1-9月期 GFB販売数量 

546 

558 

2.1％ 

1,183 

1,220 

3.2％ 

1,851 

1,927 

4.1％ 

　2011年3月期 

　2012年3月期 

　増減 
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医薬事業 

開発名（一般名など） 開発段階 主な適応症 詳　細 権　利 

米国ギリアド・サイエンシズ社へ日本
を除く全世界の開発・商業化権を導
出（同社では申請中（配合錠として））  
スイスのロシュ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） 
 
 
 
 
 
  
米国ケリックス・バイオファーマシュー
ティカルズ社より日本における開発・
商業化権を導入（鳥居薬品と共同開発） 

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 
  
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活性を調節することにより、血中HDLを増加させる  
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  
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  
消化管内で食物から遊離するリンを吸着することで、リンの
体内吸収を抑える 
  
HCVの増殖に関わる酵素であるポリメラーゼを阻害する 
  
グルコース依存的にインスリン分泌を促進し、高血糖を是正
する  
HIF-PHDを阻害することにより、造血刺激ホルモンであるエ
リスロポエチンの産生を促し、赤血球を増加させる  
免疫反応に関与しているT細胞を活性化するシグナルを阻害
し、過剰な免疫反応を抑制する 

HIV感染症 
 
  
脂質異常症 
 
  
脂質異常症 
  
脂質異常症 
 
  
高リン血症 
 
  
C型肝炎 
  
2型糖尿病 
  
腎性貧血 
  
自己免疫・ 
アレルギー疾患 

国内：申請準備中 
　  （配合錠として） 
  
国内：Phase2 
 
  
国内：Phase2 
海外：Phase2  
海外：Phase2 
 
  
国内：Phase3 
 
  
海外：Phase1 
  
国内：Phase1 
海外：Phase1  
国内：Phase1 
海外：Phase1  
海外：Phase1

JTK-303（elvitegravir） 
（経口） 
  
JTT-705（dalcetrapib）
（経口） 
  
JTT-130（granotapide） 
（経口）  
JTT-302 
（経口） 
  
JTT-751 
（クエン酸第二鉄水和物） 
（経口）  
JTK-853 
（経口）  
JTT-851 
（経口）  
JTZ-951 
（経口）  
JTE-051 
（経口） 

※開発段階の表記は投薬開始を基準とする 
前回（2011年10月31日）公表時からの変更点：JTT-851、JTZ-951、JTE-051の海外臨床入り 

●２０１２年３月期（２０１１年度） 業績予想 

参考：のれんの償却影響を除く当期純利益 

調整後売上高※1※2 

EBITDA※3 

営業利益  

経常利益 

当期純利益 

18,950 

5,370 

3,290 

3,180 

1,610

2012年3月期業績予想 
第2四半期時見込 

2012年3月期業績予想 
第3四半期時修正見込 増減 

（単位：億円） 表４　２０１２年３月期（２０１１年度）業績予想 

当期純利益 2,420 2,720 300

19,240 

5,730 

3,650 

3,530 

1,890

290 

360 

360 

350 

280

2,333

19,469 

5,425 

3,332 

3,130 

1,453

　医薬事業については、グループ会社の鳥居薬

品（株）における「レミッチカプセル」「ツルバダ

配合錠」の好調により、売上高は前年同期比33

億円増収の393億円となりましたが、EBITDA

については、鳥居薬品（株）における開発の進展

に伴う研究開発費の増加により減益となりました。  

　臨床開発品につきましては、後期開発品が充

実するとともに、今回新たに、自己免疫・アレ

ルギー疾患治療薬「JTE-051」が海外で臨床開

発を開始しました。これにより臨床開発品は9

品目となりました。また、国内においてすでに

フェーズ1入りしていた2型糖尿病治療薬「JTT-

851」及び腎性貧血治療薬「JTZ-951」が海外

においても臨床入りしました。引き続き開発品

の着実なステージアップと研究開発パイプライ

ンの充実を図っていきます。 

　2012年3月期の全社業績予想は、国内たばこ

事業における販売数量上方修正を主因として、

売上高、EBITDA、当期純利益を上方修正し

ました。 

　事業別の予想では、国内たばこ事業は、販売

数量見込を50億本上方修正したことに伴い、売

上高、EBITDA、営業利益を上方修正しました。

海外たばこ事業は、対ドル円の為替レートの見

直しにより、売上高、EBITDA、営業利益を

上方修正しました。医薬事業は、一時金収入を

見込み、売上高を上方修正、加えてJT及び鳥

居薬品（株）における研究開発費の減少を見込み、

利益を上方修正しました。食品事業は、加工食

品事業等において、主として業務用商品の減収

を見込み、売上高を下方修正していますが、

EBITDAの見方は変えていません。 

食品事業 

　食品事業については、飲料事業において基幹

ブランド「ルーツ」の販売が堅調に推移したこ

と、加工食品事業等において冷凍麺・米飯・焼

成冷凍パンといったステープル（主食）の伸長

による売上増があったものの、加工食品事業等

における前年度の精白米等の卸売事業の廃止や

一部子会社を連結対象外とした影響等により、

事業全体の売上高は、前年同期比117億円減収

の2,819億円となりました。 

　EBITDAは、利益率の高いステープルの伸

長による収益力向上及び固定費の減少により対

前年同期比22億円増益の165億円となりました。 

●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、当社また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または前提（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または前提（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 

医薬事業　臨床開発品目（2012年2月6日現在） 

2011年3月期実績 

※1　従前の調整後税抜売上高は調整後売上高に名称変更       
※2　たばこ税、国内たばこ事業における輸入たばこ・国内免税・中国事業・その他及び海外たばこ事業における物流事業・製造受託等を控除 
※3　EBITDA＝営業利益＋減価償却費　キャッシュ・ベースの利益 
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連結貸借対照表 
（単位：百万円） 

資産の部 
　 
　流動資産 
　 
　固定資産 
　 
　　有形固定資産 
　　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 

前連結会計年度末 
（2011年3月31日） 科　目 

（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。 

当第3四半期末 
（2011年12月31日） 

増減金額 

（単位：百万円） 

前連結会計年度末 
（2011年3月31日） 科　目 

（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。 

負債の部 
　 
　流動負債 
　 
　固定負債 
　 
　負債合計   
　 
純資産の部 
　 
　株主資本 
　 
　その他の包括利益累計額 
　 
　新株予約権 
　 
　少数株主持分 
　 
　純資産合計 
　 
負債及び純資産合計 

当第3四半期末 
（2011年12月31日） 

増減金額 

連結損益計算書 
（単位：百万円） 

当第3四半期末 
2011年4月1日から 
2011年12月31日まで 

科　目 

（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。 

売上高 
売上原価 
　 
　売上総利益 
　 
販売費及び一般管理費 
　 
　営業利益 
　 
営業外収益 
営業外費用 
　 
　経常利益 
　 
特別利益 
特別損失 
　 
　税金等調整前四半期純利益  
　 
法人税等 
少数株主損益調整前四半期純利益 
少数株主利益 
　 
　四半期純利益  

前第3四半期末 
2010年4月1日から 
2010年12月31日まで （ ） （ ） 増減金額 

 1,240,943 1,364,713 123,770 
　 
 2,303,163 2,164,577 △ 138,586 
　 
 663,550 631,229 △ 32,320 
 1,408,037 1,283,203 △ 124,833 
 1,094,366 993,120 △ 101,245 
 286,435 261,804 △ 24,631 
 27,234 28,277 1,042 
 231,576 250,143 18,567 
　 
 3,544,107 3,529,290 △ 14,816

 1,840,191 1,947,122 106,931 
 993,603 1,063,937 70,333 
　 
 846,587 883,185 36,597 
　 
 578,422 573,278 △ 5,143 
　 
 268,165 309,906 41,740 
　 
 8,095 11,994 3,899 
 26,992 20,229 △ 6,763 
　 
 249,268 301,671 52,402 
　 
 6,685 23,463 16,778 
 32,150 48,231 16,081 
　 
 223,803 276,903 53,099 
　 
 99,102 110,983 11,881 
 124,700 165,919 41,218 
 4,714 5,495 780 
　 
 119,986 160,424 40,438 1,057,892 1,214,144 156,252 

 
 914,464 760,108 △ 154,355 
 
 1,972,356 1,974,253 1,896   
　 
  
　 
 2,137,768 2,222,020 84,252 
 
△642,928 △ 747,060 △ 104,132 
 
 763 956 192 
 
 76,146 79,120 2,973 
 
 1,571,750 1,555,037 △ 16,713 
 
 3,544,107 3,529,290 △ 14,816

連 結 財 務 諸 表  

前第3四半期末 
2010年4月1日から 
2010年12月31日まで 

連結キャッシュ・フロー計算書 

（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） 

（ ） （ ） 
当第3四半期末 
2011年4月1日から 
2011年12月31日まで 

増減金額 科　目 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物に係る換算差額 

現金及び現金同等物の増減額 

現金及び現金同等物の期首残高 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  

現金及び現金同等物の四半期末残高 

 345,695 464,019 118,324 

 △ 104,423 △ 73,699 30,724 

 △ 164,054 △ 246,098 △ 82,043 

 △ 5,742 △ 9,373 △ 3,630 

 71,474 134,848 63,374 

 154,368 244,240 89,871 

 194 ‐ △194 

 226,038 379,088 153,050

国内たばこ事業、海外たばこ事業の
単価上昇効果等により増益となりま
した。 

支払利息及び社債利息の減少等によ
り改善しました。 

社債の償還、配当金の支払及び長期
借入金の返済を行ったこと等による
ものです。 

特別損益の改善もあり増益となりま
した。 

営業利益の増加に加え、未払たばこ
税が増えたことにより増加しました。 

現地通貨安、円高ドル安影響によ
り為替換算調整勘定のマイナス幅
が拡大しました。 

休日影響により、未払たばこ税が
増加しました。 

社債の償還等により有利子負債が
減少しました。 

償却及び円高ドル安影響により、
のれんが減少しました。 

現先運用によりその他資産が増加
しました。 
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　2011年は、将来の収益基盤拡充のため、スー

ダンにおけるたばこ会社買収と、新世代たばこ

代替商品の開発・販売を行う米国プルーム社と

の戦略的提携を行いました。 

　スーダンでは、2010年の市場シェア80%、販

売数量45億本を誇るトップのたばこ会社「ハガ

ー・シガレット・アンド・タバコ・ファクトリ

ー」を買収しました。現在、順調に統合計画を

策定しています。 

　プルーム社は、サンフランシスコに拠点を置

き、小さなポッド（容器）に入った葉たばこを定

温で加熱し、葉たばこを燃やすことなくニコチ

ンと香りを蒸気化させるポケットサイズの新世

代たばこ代替商品の開発・販売を行っている

会社です。この提携により、JTIは商品の米国

外での商業化権を取得しました。 

　これらの収益基盤拡充が事業モメンタムと

相まって、2012年以降の業績も順調に推移す

ると考えています。 

収益基盤拡充 

２０１１年 

海外たばこ 
事 業 実 績 

２０１１年（１－１２月）実績速報 

2012年2月7日、JTアートホール「アフィニス」において、機関投資家向けに「2011年海外たば
こ事業実績説明会」を開催し、JTインターナショナルのピエール・ドゥ・ラボシエール（Pierre 
de Labouchere）社長兼CEO、岩井睦雄・副CEO及びローランド・コスタントス（Roland Kostantos）
CFOが2011年の実績について説明しました。プレゼンテーションの要約は以下のとおりです。 

　JTインターナショナル（以下「JTI」）は、着

実な値上げとGFB販売数量の成長による単価・

商品構成の改善に牽引され、2011年も再び力強

い実績を達成しました。質の高いトップライン

成長に加え、コスト最適化に尽力することで、

EBITDAは、財務報告ベースで対前年17.3％、

為替影響を除いたベースでは、15.6％成長と昨

年2月にガイダンスした2桁成長という見込を大

きく上回りました。 

　具体的には、総需要が減少する中、ブランド

への継続的な投資により、GFB販売数量は対

前年2.6％成長、総販売数量は0.6％の減少に留

まりました。 

　シェアについても、2010年に引き続き、ほぼ

すべての主要市場で伸長しました。これは、私

たちのブランドポートフォリオが、ブランド・

エクイティ強化とイノベーション、優れた営業

力によって支えられ、アップトレーディング、

ダウントレーディングの双方に対応可能なバラン

スのとれたものになっていることによるものです。 

　着実な値上げ、GFB販売数量成長、そして

シェア伸長による継続的なトップライン成長へ

の注力の結果、調整後売上高は、財務報告ベー

スで対前年10.9％、為替影響を除いたベースで

は、8.0％成長となりました。 

　JTIは2000年以降、年平均25%のEBITDA成

長を達成しています。2012年の先行きは引き続

き不透明であり、景気後退や政情不安等厳しい

事業環境に直面していますが、力強い実績を達

成することをコミットし、為替影響を除いたベ

ースで10％のEBITDA成長を目指します。 

（プレゼンテーションは、JTのホームページでご覧になれます。http://www.jti.co.jp/investors/explain/index.html） 

●表１　財務実績 

総販売数量※1 

GFB販売数量※1 

調整後売上高※2 

EBITDA※2

4,284 

2,498 

10,113 

3,338

4,257 

2,565 

11,211 

3,916

△0.6% 

2.6% 

10.9% 

17.3%

－ 

－ 

8.0% 

15.6%

2010年 2011年 
増減率 

●図３　主要市場のシェア（紙巻たばこ） 

2010年 2011年 増減 

ロ シ ア 

フランス 

イタリア 

スペイン 

英　　国 

ト ル コ 

台　　湾 

36.9% 

16.0% 

19.7% 

20.8% 

38.9% 

22.6% 

38.2%

36.9% 

16.4% 

20.7% 

21.2% 

38.8% 

24.1% 

38.2%

0.0% 

0.4% 

1.0% 

0.4% 

△0.1% 

1.5% 

0.0%

 

財務報告 
ベース 

為替影響 
除きベース 

※1　単位：億本 
※2　単位：百万ドル 

※　ACニールセン、Logista、 Altadis、JTI推定より。12か月移動平均 

 

●図１　調整後売上高増減 

●図２　EBITDA増減 

10,113 -21

833

11,211

10,925

286

（百万ドル） 

2010年 数量 単価・ 
商品構成 

為替影響 2011年 
為替影響除き 
ベース 

2011年 
財務報告 
ベース 

＋8.0％ ＋10.9％ 

3,338 -59

812 -231

3,916
3,859

57

（百万ドル） 

2010年 数量 単価・ 
商品構成 

その他 為替影響 2011年 
為替影響除き 
ベース 

2011年 
財務報告 
ベース 

＋15.6％ ＋17.3％ 

ハガー・シガレット・アンド・タバコ・ 
ファクトリー（スーダン） 

プレゼンテーションの様子 
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　総販売数量、GFB販売数量は、チェコ、ド
イツ、ハンガリー、ポーランドにおいて堅調に
推移し、それぞれ0.3％、4.7％増加しました。
各国市場におけるGFB成長と値上げが牽引し、
為替影響を除いたベースでの調整後売上高は
4.2％成長となりました。 
　地域の中で最大の市場である英国では、景気
後退の影響と度重なる増税に伴う値上げに伴い、
引き続き、総需要の減少、及び低価格帯への消
費シフトが起こっており、手巻きたばこの販売
数量は拡大しています。JTIは、手巻きたばこ
セグメントの「アンバーリーフ」という力強い
ブランドを持っており、2011年には英国におい
て同セグメント内市場シェアNo.1を獲得し、収
益についても引き続き伸長しています。 

　中東及びアフリカ諸国における数量成長によ
り、総販売数量は4.7％と力強く成長しました。
堅調な販売数量の推移に加え、カナダ、韓国、
台湾における値上げが奏功し、為替影響を除い
たベースでの調整後売上高は8.9％成長し、利
益率も改善しました。 
　その他地域に含まれるトルコでは、ブランド
強化投資により「ウィンストン」のシェアが成
長し、トルコにおけるNo.1ブランドとなりまし
た。トルコにおける売上高シェアは25%、市場
シェアは25.1％となり市場順位No.2の地位に迫
っています。 

 

 
 

■ ウィンストン 

　「ウィンストン」はロシアやトルコなどで
No.1を誇るブランドです。2011年は、ほぼす
べての地域で販売数量を成
長させ、過去最高の実績を
達成しました。 
　この成長モメンタムをさ
らに力強いものにするため、
積極的にパッケージ刷新や
ラインアップの拡充を行い、
より多くのお客様に受け入
れられています。 
 
 
■ キャメル 

　「キャメル」は、そのブランド力を各国にお
いて最大限に発揮するため、革新的な新製品の
投入、新規市場への参入を積極的に行っており、
2011年にはレバノン、韓国において販売を開
始しました。 
　2011年は、景気後退に伴いダウントレーディ
ングが起こっている中でも、
底堅い実績を見せました。 
　2012年には、パッケー
ジ刷新を世界的に展開し、
さらなるプレミアム感をお
客様に提供できると信じて
います。 
 
 

 
 
 

■ マイルドセブン 

　日本でも多くのお客様にご愛好頂いている「マ
イルドセブン」は、プレミアム価格帯に属して
います。厳しい経済状況の中でも堅調な実績を
達成し、マレーシアでは、シェアが力強く伸長
しました。 
　さらなるブランド強化と
して、たばこの気になるニ
オイを抑える技術が採用さ
れたスーパースリムタイプ
及びスライドボックス形式
の革新的な新商品「マイル
ドセブン　レボ」の発売を
ロシアで予定しています。 
 
 
■ LD 

　国際的バリューブランドの「LD」は、ポー
ランド、カザフスタン、ロシアにおいて販売数
量が力強く成長しており、特にロシアでは「ウ
ィンストン」に続きNo.2ブランドとなるまで
成長しました。 
　ブランド刷新やポートフ
ォリオの拡充等の施策によ
りブランド・エクイティと
競争力が強化された「LD」
は、お客様の低価格帯ブラ
ンドへのシフトにも柔軟に
対応しています。 

　総販売数量は、主にウクライナとベラルーシ
での厳しい事業環境の影響を受け、2.8％減少
しましたが、「ウィンストン」と「ＬＤ」のシェア
がロシア、カザフスタン、ルーマニアで力強く
成長したことからGFB販売数量は、6.5％の増
加となりました。GFB販売数量成長に加え、
同3市場での値上げが寄与し、為替影響を除い
たベースでの調整後売上高は14.1％上昇しました。 
　CIS+地域の代表的な市場であるロシアでは、
景気後退の影響に伴う総需要の減少が緩やかに
なり、アップトレーディングが継続しました。
GFBの「ウィンストン」が再び市場No.1の地位
を確固たるものにするとともに、「LD」におい
てはNo.2ブランドとなりました。より重要なこ
とは、私たちは、2011年も引き続きマーケット
リーダーとして、増税の転嫁とマージン改善に
資する値上げにより、トップライン成長を牽引
し、市場シェアを失うことなく、売上高シェア
の1％ポイント上昇を達成しました。 

　2011年は、ユーロ圏における公的債務危機の
影響を強く受け、総販売数量3.8％減、GFB販
売数量3.2％減となりました。特にスペインでは、
総需要の大幅な減少と、期中に発生した低価格
競争により、総販売数量が大きく減少しました。 
　このスペインの影響を除けば、地域全体の総
販売数量、GFB販売数量はそれぞれ2.1％、2.2
％成長となります。また、この地域では、イタ
リア、フランス、そしてスペインにおけるシェ
ア伸長の恩恵を受けました。シェア成長とイタ
リアやフランスを含むほぼすべての市場におけ
る値上げにより、為替影響を除いたベースでの
調整後売上高は0.5％成長となりました。 

● CIS＋地域 ● 南・西欧地域 

● 北・中欧地域 

● その他地域 

地域別の状況 JTIでは4地域別に実績をご説明しています。各地域の業績概要は次のとおりです。 「ウィンストン」「キャメル」「マイルドセブン」「ベンソン＆ヘッジス」「シルクカット」「LD」 
「ソブラニー」「グラマー」の8銘柄は、グローバル・フラッグシップ・ブランド（GFB）であり、 
質の高いトップライン成長を牽引しています。 
ここでは、4つのブランドにおける販売動向を紹介します。 

△2.8% 

6.5% 

14.1% 

0.3% 

4.7% 

4.2%

1,978 

1,122 

3,658 

491 

234 

1,875

総販売数量※1 

GFB販売数量※1 

調整後売上高※2 

総販売数量※1 

GFB販売数量※1 

調整後売上高※2

608 

535 

2,045 

1,180 

674 

3,347

△3.8% 

△3.2% 

0.5% 

4.7% 

0.7% 

8.9%

●表２　地域別財務実績 

対前年増減 CIS+地域 南・西欧地域 対前年増減 

北・中欧地域 その他地域 

ブランド 
紹介 

2010年 2011年 

2010年 2011年 

2010年 2011年 2010年 2011年 

1,250 1,307

＋4.5％ （億本） 

193 189

－1.9％ （億本） 

422 405

－3.8％ （億本） 

364
405

＋11.4％ （億本） 

※1　単位：億本 
※2　為替影響除きベース、単位：百万ドル 

●ウィンストン販売数量 

●キャメル販売数量 

●マイルドセブン販売数量 

●LD販売数量 
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『印刷博物館』 
印刷産業の発展に足跡を残した 
明治期の魅力あるたばこ広告を鑑賞 

旅路の先で出会う 温故知新 

［東京都］ 
　かつては文人たちの活動の

拠点となり、現在では、東京

大学をはじめとする数多くの

学術施設を抱える街・文京区。

この街では書物づくりに携わ

る印刷会社や出版社が代表的

産業の一つとなっていますが、

その根本となる技術である“印

刷”をさまざまな角度から紹

介しているのが『印刷博物館』

です。 

　地下1階の1フロアを5つの

ブロックに分割して設置して

ある“総合展示ゾーン”。こ

こでは、“印刷”の起源から

最新の技術まで展示・解説さ

れていますが、特に注目すべ

きは、“より速く、より広く”

と題された第4ブロックでし

ょう。このブロックでは、産

業革命を契機として大きく発

展した世界の印刷技術を紹介

するとともに、日本の初期の

商業広告物として、民営のた

ばこ会社2社が手がけた広告

印刷物が展示されています。 

　その2社とは、口付たばこ

の「天狗煙草」で名を馳せた

岩谷商会と、「ヒーロー」ほか、

洋風のたばこを販売した村井

兄弟商会のこと。互いにナン

バーワンの座を狙い、熾烈な

広告合戦を繰り広げていた両

社は、当時の最新印刷技術を

用いた広告印刷物を数多く制

作していました。 

　『印刷博物館』では、両社

のチラシやパッケージなどの

代表的な広告印刷物について、

その特徴を比較できるように

並行展示するといった工夫を

施しています。 

紫煙のいざない 

岩谷商会が作った「天狗煙草」のポスターやパッ
ケージ。これらの印刷物には、明治期に紙幣や証
券類の印刷に用いられた“エルへート凸版法”が
活用されていた 

村井兄弟商会の商品パッケージやポスター。同社
は、いち早く最新の印刷技術をアメリカから導入
し、直営の印刷会社を立ち上げていた 

印刷物が果たす役割や重要性が認知され始めた明
治時代。たばこ会社はもとより、さまざまな企業
が多色刷りの印刷物を制作するようになった 

印刷の歴史や技術を展示・解説する“総合展示ゾーン”をはじめ、実際に印刷
を体験できる“印刷工房”や、さまざまな企画展を開催する“企画展示ゾーン”
など、“印刷”に焦点を当て、人々に紹介しているのが『印刷博物館』です。 
地上1階＋地下1階の2フロアで構成された館内には、古いポスターやチラシ、
書籍類に加え、明治期のたばこ会社の広告など、バラエティーに富んだ印刷物
が収蔵されています。 
この博物館のある文京区は文豪らの史跡も多く、文化の香りが漂う地です。『印
刷博物館』と一緒に、それらの史跡や、「小石川後楽園」に「小石川植物園」
などの庭園を巡り、自分だけの“文京ロマン散歩”を楽しんでみてはいかがで
しょうか。 

■印刷博物館 

〒112-8531　東京都文京区水道1-3-3 トッパン小石川ビル 
（東京メトロ／有楽町線「江戸川橋」駅から徒歩8分。丸ノ内 
線・南北線「後楽園」駅から徒歩10分。 
JR／総武線ほか「飯田橋」駅から徒歩13分） 

03-5840-2300 

10時～18時（入場は17時30分まで） 

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

一般：300円／学生：200円／中学・高校生：100円 
※65歳以上と小学生以下は無料 

所在地● 
 
 
 

お問い合わせ先● 

開館時間● 

休館日● 

入館料● 

http://www.printing-museum.org/
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2011年度男子ゴルフツアーの最後を飾る国内メジャー大会「ゴルフ日本シリーズJTカップ」が 
昨年12月1日から4日にわたり、東京よみうりカントリークラブ（東京都稲城市）で開催されました。 
日本プロ、日本オープン、日本選手権と並ぶ日本の4大メジャーと称される本シリーズは、 
その年のツアートーナメントの優勝者や賞金ランキング25位以内等、 
厳しい条件をクリアした選手のみに出場資格が与えられる 
国内最高峰の大会です。 

毎年大好評の「JTプラザ」
では、「JTクイズラリー」
やテーブルマークの人気商
品を提供する「試食コーナ
ー」など、さまざまなコー
ナーをご用意。大会期間中
多くのギャラリーの方々で
にぎわいました。 

今大会は、3日目が悪天候の影響で24年ぶりに競技が中止となり、54ホ
ールでの決戦となりましたが、最後の最後まで目の離せない展開となり
ました。優勝争いは、ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ藤
田寛之選手が昨年に続いて谷口徹選手とのプレーオフに及ぶ激しい優勝
争いを制し、大会史上15年ぶり5人目の快挙となる大会連覇を達成しま
した。藤田選手は、これで生涯獲得賞金が史上8人目の10億円超えも達
成した記念すべき大会となりました。 

今大会では、会場内で購入されたJT飲料
の売上総額と同額を東日本大震災における
復興支援として寄付する「JTチャリティ
ドリンク」を実施いたしました。期間中、
多くのギャラリーの方々にご協力いただき、
1,390,960円が財団法人報知社会福祉事業
団を通じて、日本赤十字社より被災地へ寄
付されることとなりました。 

藤田寛之選手が 
逆転Vで、 

見事大会連覇を達成!!

「JTチャリティドリンク」を実施！ 

●JTプラザ 

第48回 
大会レポート 

見事連覇を達成した藤田選手。JTの
木村社長よりトロフィーが贈られました 

注目の石川遼選手をはじ
めアマチュア史上2人目
の出場となる松山選手な
ど、若手からベテランま
でトップ選手が勢ぞろい。
大会を盛り上げました 

名物18番ホールのホールインワン賞には、
賞金と副賞「Roots」を提供しました 

連日たくさんの方が訪れ、
チャリティーにご協力い
ただきました 

震　災　復　興　支　援 
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　たばこと塩の博物館では、昭和を代表するカ

メラマン・林忠彦（1918～1990）の写真展を開

催しています。林忠彦は風俗・風景・人物とい

った幅広い分野で多くの作品を残しました。中

でも、戦後の文壇を賑わせた「無頼派（新戯作

派）」の作家たちを撮影した作品は、林忠彦の

代表作として知られるのみならず、多くの人が

思い浮かべる個々の小説家のイメージにもなり

ました。 

　今回は、林忠彦の名を世に知らしめた、太宰

治・織田作之助・坂口安吾など、戦後の早い時

期の作品を含め、写真集『文士の時代』『文士

と小説の時代』所載の作品を中心に紹介してい

ます。展示以外にも、展示に関連した講演会や

映画の上映も開催しています。 

■たばこと塩の博物館で「林忠彦写真展　～紫煙と文士たち～」（3月18日まで）開催中 

たばこと塩の博物館 
開館時間：10：00～18：00（17：30入館締切） 
休館日：毎週月曜日 
 
詳しくは下記ホームページをご確認ください。 
http://www.jti.co.jp/Culture/museum/exhibition/2011/1201jan/

※対面販売をお持ちの3500店程度 

工　場　概　要 

■ピース史上最高傑作登場！　「The Peace（ザ・ピース）」発売 

ニュース掲示板 

　徹底的に香りにこだわったピースから、史上

最高傑作となる「The Peace」を2月上旬より全

国の一部の販売店※にて発売しました。数ある

葉たばこの中でも芳醇でコクのある香りが特徴

のバージニア葉を100％使用し、そのバージニ

ア葉を専任ブレンダーが厳選することで、素材

本来の香りの良さを最大限に引き出しています。

また、加工処理においても、たばこの刻みを瞬

間加熱することで雑味を取り除く「新・トリミ

ング製法」を日本で初めて取り入れ、香料も通

常のピースに比べ、質、量ともに厳選使用する

ことで、より香りを引き立たせています。パッ

ケージも、シガレットでは初めてとなるシール

付平型缶を採用。開封の瞬間からピースの香り

を最大限にお楽しみいただけます。 

The Peace（ザ・ピース） 
商品サイズ：フィルター付スーパーキングサイズ 
フィルタータイプ：プレーンフィルター 
タール値：10mg／本 
ニコチン値：1.0mg／本 
包装形態：20本入りシール付平型缶 
価格：1,000円 

サンジェルマンの新工場「横浜工場」が本稼動  

昨年11月22日に本稼動を開始した横浜工場。

同じテーブルマークグループの富士食品工業

（株）新羽工場跡地を有効利用することで、旧・

多摩川工場での製造を続けながら機能移転を

実現しました。 

●工場名称　株式会社サンジェルマン 横浜工場 

●所在地　神奈川県横浜市港北区新羽町688 

●構造　鉄筋造4階建て（別棟 鉄筋造2階建て） 

●製造品目　パン、冷凍生地、菓子・サンドイッチ 

●製造ライン　5ライン 

フレッシュクリームを使った
コクのある味と、ほのかに香
る焦がしバターの風味が特徴。
「プレミアム」の名前にふさ
わしい、上質な小麦粉を使用
した少しぜいたくな食パンで
す。 

小麦粉本来の自然な甘みと、
もっちりとした食感が特徴の
食パン。今までの「ファミリ
ーエクセレント」をおいしく
進化させました。 

新工場にて作られるこだわりの新食パンが誕生 

　テーブルマークグループの一員として「オー
ブンフレッシュベーカリー事業」を展開する（株）サ
ンジェルマンの新工場「横浜工場」が、横浜市
港北区に完成しました。製造機能を旧・多摩川
工場（川崎市高津区）より移し、昨年の11月
22日から本稼動しています。 

　これまで培ったパン作りの知見・ノウハウを
もとに、食の安全の取り組みをさらに充実させ
た、最新鋭の都市型コンパクト工場です。「ベ
ーカリーの世界をリードする、お客様支持率
No.1の存在」となるために、サンジェルマン
が新たな一歩を踏み出します。 

●サンジェルマンプレミアム 
330円 

●ファミリーエクセレント 優麦 
300円 

※各商品とも価格は税別です 
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●ボリューム満点でコシの強さが自慢の麺に、

コチュジャンベースの特製韓国風甘辛たれが

よく絡みます。 

●じっくり煮込んだ牛すじのほか、キャベツ、

にんじん、青ねぎを具材に加えた焼うどんで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●香ばしいしょうゆと魚醤の味付けです。シン

プルだから、ちょい足しアレンジもおすすめ

です。 

●独自の炒め製法で、ご飯の外はパラッ、中は

ふっくら食感に仕上げました。ご家庭では難

しい炒め感をレンジ調理でお楽しみいただけ

ます。 

「讃岐麺工房　牛すじ焼うどん」 
1食入（343g） 

3月1日 
新発売 

「下町食堂の焼めし」 
1袋（400g） 

3月1日 
新発売 

初めてなのになぜか懐かしく親しみやすい味わい トレーのまま、レンジで簡単調理！ 
ぎょしょう 

冷凍「さぬきうどん」　2玉 （200ｇ×2） 

豚ばら肉（一口大）　100g  

白菜の漬け物（一口大）　100g  

しょうが（スライス）　2～3枚  

鶏ガラスープ　大さじ1  

ごま油　小さじ1  

塩・こしょう　適量 

上海ではポピュラーな、白菜の漬け物入りのお鍋は、 
漬け物の塩気と酸味、発酵成分で旨みが倍増☆ 
一度食したら、ヤミツキ必至です！ 

お鍋感覚で楽しむ！ 

材 料 

鍋に水（800cc）と鶏ガラスープ、しょうがを入
れて火にかける 

沸騰したら豚ばら肉を加え、火が通ったらアク
を取り除く 

汁気を絞った白菜の漬け物を加え、再沸騰させる 

冷凍「さぬきうどん」を凍ったまま加え、再沸騰
したら塩・こしょうと白菜の漬け汁を利用して
味を調える 

最後にごま油を風味付けに加えて召し上がれ 

1. 
 

2. 
 

3. 

4. 
 
 

5.

■作り方 

www.tablemark.co.jp/ほかにも、おすすめレシピたくさん公開！ テーブルマーク 検 索 

（2人分） 

白菜漬けと豚ばらの 
煮込みうどん 

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（飲料）　http://www.shopjt.com/

JTグループ商品のご案内 
 

 

 

 

 

 

●15℃の定温管理で鮮度が保た

れた高級銘柄豆「ブラジルNo.2」

を使用。バランスのよい味わ

いと力強い香りがお楽しみい

ただけます。 

●アロマジップ製法で、香り高

さ・コクの深さ・キレのよさ、

すべてが進化しています。 

 

 

 

 

 

 

●ルーツ「アロマブラック」の

特長である、香ばしく豊かな

アロマをさらに追求しました。 

●コーヒー豆の香りと味わいを

十分に引き出す焙煎手法はそ

のままに、焙煎豆の新たな組

み合わせにより、香りと味わ

いがさらに豊かになりました。 

ルーツ「アロマインパクト 
微糖SPECIAL」 
185gタンブラー缶／115円（消費税別） 

リニューアル 

“贅沢輸送”で豆のおいしさUP！ 豊かなアロマとすっきりした後口が楽しめる 

ルーツ「アロマブラック」 
300gボトル缶／130円（消費税別） 

リニューアル 
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（１）株式の諸手続きについてのお問い合せ先は？ 
　当社株式の手続きにつきましては、原則とし
て口座を開設されている証券会社までお問い合
せください。特別口座をご利用の株主様につき
ましては、特別口座管理機関であります三菱
UFJ信託銀行株式会社までお問い合せください。 
◎住所変更の手続き 
　株主総会招集ご通知、配当金領収証または配
当金計算書、株主優待商品等はご登録のご住所
あてにお送りさせていただいております。引越
し等により、ご住所に変更があった場合には、
口座を開設されている証券会社へ速やかにお届
出をお願いいたします。特別口座をご利用の株
主様につきましては、特別口座管理機関であり
ます三菱UFJ信託銀行株式会社へ速やかにお届
出をお願いいたします。 
 
（２）配当金の受取方法は？ 
◎配当金のお受取方法の種類 
　配当金のお受取方法については、現金受取と
口座振込がございます。口座振込をご選択いた
だきますと安全かつ確実に配当金をお受け取り
いただけます。現金受取をご選択の株主様には、
配当金領収証をお送りいたしますので、お近く
のゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け
取りください。口座振込をご選択の株主様には、
あらかじめご指定いただいた銀行・ゆうちょ銀
行等の口座に配当金が振り込まれます。また、
期末（中間）配当金計算書もお送りいたします。 
　口座振込には以下の3通りの方法がございます。 
1個別銘柄（保有する各株式）ごとに銀行等の
預金口座を指定してお受け取りいただく方法 
保有する株式ごとにお受け取りいただく銀行
等の預金口座を分けることができます。  

2保有する株式の配当金を一括して銀行等の預
金口座でお受け取りいただく方法 
保有する株式の配当金を一括して、登録した

振込先（銀行等の口座）でお受け取りいただ
けます。振込先の指定は、1つの金融機関に
限ります。  

3証券会社の取引口座でお受け取りいただく方法 
証券会社の取引口座（複数の証券会社に残高
がある場合は、残高に応じて配分します）で
配当金をお受け取りいただけます。特別口座
をご利用の株主様はご利用できません。 
◎配当金のお受取方法の変更 
　口座を開設されている証券会社へご連絡くだ
さい。複数の証券会社に口座がある場合も、1
つの証券会社で手続きができます。特別口座を
ご利用の株主様につきましては、特別口座管理
機関であります三菱UFJ信託銀行株式会社へご
連絡ください。 
 
（３）配当金関係の書類が届かない場合、また
は配当金領収証を紛失した、あるいは払渡し期
間を過ぎてしまった場合は？ 
　上記の理由等により、配当金をお受け取りい
ただけなくなっている株主様は、当社の株主名
簿管理人であります三菱UFJ信託銀行株式会社
へご連絡ください。 
 

●特別口座に関するお問い合せ先 
　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） 
郵便物送付先 
　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 
　〒137-8081 
　東京都江東区東砂七丁目10番11号 
特別口座に関する手続き用紙のご請求 
フリーダイヤル　0120-244-479 
（三菱UFJ信託銀行株式会社24時間テレホン
自動音声応答サービス） 

株式の諸手続きについて ■役員 
取締役 
 
取締役会長　　　　　涌井　洋治 
代表取締役社長　　　木村　　宏 
代表取締役副社長　　武田　宗高 
代表取締役副社長　　小泉　光臣 
代表取締役副社長　　志水　雅一 
代表取締役副社長　　新貝　康司 
取締役　　　　　　　大久保憲朗 
取締役　　　　　　　岩井　睦雄 
 
監査役 
 
常勤監査役　　　　　立石　久雄 
常勤監査役　　　　　塩澤　義介 
監査役　　　　　　　上田　廣一 
監査役　　　　　　　今井　義典 

執行役員 
社長   木村　　宏 
副社長 （コンプライアンス・財務・監査担当） 武田　宗高 
副社長 （たばこ事業本部長） 小泉　光臣 
副社長 （CSR・コミュニケーション・総務担当） 志水　雅一 
副社長 （企画・人事・法務・食品事業担当） 新貝　康司 
専務執行役員 （たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者） 飯島　謙二 
専務執行役員 （医薬事業部長） 大久保憲朗 
専務執行役員 （法務責任者） 下村　隆一 
常務執行役員 （たばこ事業本部 R&D責任者） 岩波　　正 
常務執行役員 （たばこ事業本部 事業企画室長） 佐伯　　明 
常務執行役員 （財務責任者） 宮崎　秀樹 
常務執行役員 （総務責任者） 千々岩良二 
執行役員 （たばこ事業本部 渉外責任者） 山下　和人 
執行役員 （たばこ事業本部 原料統括部長） 村上　伸一 
執行役員 （たばこ事業本部 中国事業部長） 川股　篤博 
執行役員 （たばこ事業本部 製造統括部長） 佐藤　雅彦 
執行役員 （医薬事業部 医薬総合研究所長） 春田　純一 
執行役員 （飲料事業部長） 永田　亮子 
執行役員 （人事責任者） 松本　　智 
執行役員 （コミュニケーション責任者） 田中　泰行 
執行役員 （企画責任者 兼 食品事業担当 兼 経営企画部長） 寺畠　正道 

■株価の推移 1994年10月27日上場～2012年1月　当社株価（東証終値、月間） 

1995 2000 2005
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※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。 

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） 
 
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） 
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