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定時株主総会

期末配当金支払株主確定日

中間配当金支払株主確定日

1単元の株式数

公告の方法

株主名簿管理人・特別口座管理機関

株式の諸手続き

3月31日

6月

3月31日

9月30日

100株

電子公告
当社ホームページ（http://www.jti.co.jp/）に掲載
※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
■お問い合わせ先　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
　70120-232-711（平日9：00～17：00）
■特別口座に関する手続き用紙のご請求
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（70120-244-479）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わせください。
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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。

2013年3月期第1四半期決算報告

JT NEWS

JTグループ商品のご紹介

CLOSE UP!（JTグループ企業・事業部紹介）

JT TOPICS

旅路の先で出会う温故知新

JTの森 智頭　春の活動（5/27）

テーブルマー
ク（株）　魚沼

水の郷工場

将棋日本
シリーズ

（JTプロ
公式戦：6

/16～11
/18、テー

ブルマーク
こども大

会：6/16
～11/18

）

分煙コンサルティング事例：東京ソラマチ　イーストヤード3F喫煙室
（5/22ＯＰＥＮ）

ロンドンオリンピッ
ク出場

大友選手・竹下選手（JT
マーヴェラス）、浜口選手（

ジャパンビバレッジ・レス
リング部）
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 代表取締役社長

1 2

当第1四半期は、たばこ事業のトップライン成長の
牽引により増収増益となり、
見込に対して堅調なスタートを切りました。

※1 調整後EBITDA＝営業利益＋有形資産の減価償却費＋無形資産の償却費＋のれんの減損±リストラクチャリング収益及び費用
※2 親会社所有者に帰属

2013年3月期第1四半期の
業績について

　2013年3月期第1四半期は、国内たばこ事
業の震災影響の反動による販売数量の増加、
海外たばこ事業の単価上昇効果と販売数量の
増加等によるたばこ事業のトップライン成長
が牽引し、売上収益は17.2%の増収、調整後
EBITDA、営業利益は、それぞれ37.0%、68.2%

の増益となりました。また、四半期利益（親会
社の所有者帰属分）は、83.2%の増益となりま
した。

2013年3月期見込について

　2013年3月期全社業績見込については、4月
末に発表させていただきました数値より変更あ
りません。引き続き、見込達成に向け、各事業の
戦略に取り組んでまいります。

Gryson社買収について

　JTグループは、5月24日に、Gryson社の全
発行済株式を取得する契約を締結したことを発
表しました。Gryson社は、ベルギーに本社を置

き、特にフランス、ベルギー、ルクセンブルク、ス
ペイン、ポルトガル等の欧州諸国及びその他多
くの市場においてRYO/MYOマーケットに有力
な事業基盤を築いてきたたばこ会社です。一般
的にRYOとは、お客様ご自身の手で巻紙を用い
て手巻きするための刻みたばこ、MYOとは、お
客様が器具と筒状の巻紙を用いて紙巻きたばこ
を作製するための刻みたばこのことです。この
Gryson社買収により、成長が著しい欧州RYO/
MYOマーケットにおける事業基盤をさらに強
化するとともに、Gryson社の有する専門性・技
術等を手に入れ、成人のお客様が求める幅広い
たばこ製品カテゴリーにおける強固なブランド
ポートフォリオを構築することになります。本買
収は、必要な手続きを経て2012年中に完了する
見込みです。

2013年3月期（2012年度）第1四半期決算
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前年比
＋11.6％2,731百万ドル
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調整後EBITDA
前年比
＋11.8％1,008

円ベース調整後EBITDA
前年比
＋7.8％800億円
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国内たばこ事業実績 海外たばこ事業実績

JT販売数量実績 海外たばこ事業販売数量実績 主要市場シェアJT製品の市場シェア

総需要が減少する中、ブランドへの継続的な投資
により、「ウィンストン」がロシア、スペイン、イタリ
アで、「LD」がロシア、ポーランドで増加し、GFB
販売数量が9.5%成長しました。

新製品投入、販売促進活動の効果等により、シェ
アは毎月着実に回復しています。

前年同期は震災影響を受けていたため、その反
動により前年同期に対し59.5%と大きく増加し
ました。

引き続き、ほぼすべての主要市場で伸長しました。

（億本）
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JTI販売数量

前年比 ＋4.7％
989億本

GFB販売数量

前年比 ＋9.5％
611億本
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前年同期は震災の影響により、銘柄数、出荷数量を制限した供給となっていたことから、前年同期比で
は、その反動により販売数量が大幅に増加しました。販売数量の増加により、売上収益は増収、調整後
EBITDAは増益となりました。

単価上昇効果とGFB（グローバル・フラッグシップ・ブランド）を中心とした販売数量の増加により、自
社たばこ製品売上収益は11.6%、調整後EBITDAは11.8%と大きく成長しました。円ベース調整後
EBITDAは、換算時に円高の影響を受けたものの、7.8%成長となりました。

販売数量の大幅増により増収増益 力強いトップライン成長を実現国内 海外
たばこ事業 たばこ事業

2011年3月 2012年3月 増減

フランス 16.1% 16.6% ＋0.5％ pt

スペイン 20.7% 21.6% ＋1.0％ pt

イタリア 20.0% 21.0% ＋1.0％ pt

英　  国 39.0% 38.7% △0.3％ pt

ロ シ ア 37.4% 36.9% △0.5％ pt

ト ル コ 23.1% 24.7% ＋1.6％ pt

台　  湾 38.6% 37.9% △0.7％ pt

※ACニールセン、Logista、Altadis、JTI推定より。12か月移動平均
※％ptは、パーセントポイントの略
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開発名
〈一般名など〉

主な適応症 詳細 権利 開発
地域

開発段階
Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認

JTK-303
〈elvitegravir〉

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

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〔配合錠および単剤〕）

JTT-705
〈dalcetrapib〉

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活性を
調節することにより、血中HDLを増加させる

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（2012年5
月7日、同社では開発中止を公表）

JTT-302
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-751
〈クエン酸
第二鉄水和物〉

高リン血症 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

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）

JTT-851
2型糖尿病 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

JTZ-951
腎性貧血 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

JTE-051
自己免疫・
アレルギー疾患

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

JTE-052
自己免疫・
アレルギー疾患

免疫活性化シグナルに関与しているJAKを阻
害し、過剰な免疫反応を抑制する

国内

国内

国内

国内

国内

国内

海外

海外

海外

海外

医薬事業　臨床開発品目一覧（2012年7月30日現在）

※開発段階の表記は投薬開始を基準とする
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第1四半期
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2013年3月期
第1四半期

885

44

売上収益 売上収益
前年比
△15億円885億円

調整後EBITDA
前年比
△14億円44億円

調整後EBITDA

食品事業実績

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

鳥居薬品（株）における「レミッチカプセル」「ツルバダ配合錠」の好調による増収等により売上収益は14
億円増収の127億円となりましたが、開発の進展に伴う研究開発費の増加等により調整後EBITDAは8
億円減少し35億円の損失となりました。
開発状況としては、自社開発品8品目が臨床試験の段階にあります。なお、抗HIV薬「JTK-303」を含む
配合錠および単剤について、導出先であるギリアド・サイエンシズ社が、米国食品医薬局（FDA）、欧州医
薬品庁等へ承認申請を行っています。

飲料事業の売上収益については、基幹ブランド「ルーツ」の販売は堅調であったものの、前年同期におい
て震災後の一時的な販売増があった影響等から減収となりました。加工食品事業では、ステープル（冷
凍麺、米飯、焼成冷凍パン）の伸長はあった一方、利益率改善に向け水産関連の一部取扱商品を絞り込ん
だ影響等から減収となりました。この結果、食品事業の売上収益については、前年同期比15億円減収の
885億円となりました。調整後EBITDAは、飲料事業における減収影響に加え、加工食品事業において、
ステープルの伸長はあったものの原材料価格の上昇影響があったこと等から、前年同期比14億円減益の
44億円となりました。

JTT-705を開発中止（導出先）も、
JTK-303、MEK阻害剤は順調に進展

震災反動により減収減益も、
トップライン成長に向け着実な取り組みを継続医薬事業 食品事業

前回（2012年4月26日）公表時からの変更点：
導出先のギリアド・サイエンシズ社が、JTK-303単剤について承認申請したことから、権利欄に記載
JTT-705について、導出先のロシュ社が2012年5月7日に開発中止を公表したことから、権利欄に記載
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連結財政状態計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

科　　目 前年度
（2012年3月31日）

当第1四半期末
（2012年6月30日）

増減金額

資産

流動資産 1,331,050 1,363,828 32,778

非流動資産 2,335,957 2,493,521 157,563

有形固定資産 619,536 641,900 22,364 
のれん 1,110,046 1,221,858 111,812 
無形資産 306,448 327,899 21,451 
投資不動産 67,387 64,842 △2,545
退職給付に係る資産 14,371 16,304 1,933 
持分法で会計処理されている投資 18,447 19,589 1,141 
その他の金融資産 67,548 65,325 △2,223
繰延税金資産 132,174 135,803 3,629

資産合計 3,667,007 3,857,348 190,341

科　　目
前第1四半期

（2011年4月1日
〜2011年6月30日）

当第1四半期
（2012年4月1日

〜2012年6月30日）
増減金額

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,095 98,124 136,218
投資活動によるキャッシュ・フロー △21,493 △26,419 △4,926
財務活動によるキャッシュ・フロー △134,247 △140,501 △6,254
現金及び現金同等物の増減額 △193,835 △68,796 125,039
現金及び現金同等物の期首残高 244,240 404,740 160,500
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 1,843 4,756 2,913
現金及び現金同等物の四半期末残高 52,248 340,700 288,452

科　　目 前年度
（2012年3月31日）

当第1四半期末
（2012年6月30日）

増減金額

負債及び資本
負債
流動負債 1,157,474 1,146,783 △10,691

非流動負債 794,906 815,065 20,159

負債合計 1,952,380 1,961,848 9,467

資本
親会社の所有者に帰属する持分 1,634,050 1,812,416 178,366

資本金 100,000 100,000 ─
資本剰余金 736,410 736,410 ─
自己株式 △94,574 △94,574 ─
その他の資本の構成要素 △376,363 △225,304 151,059 
利益剰余金 1,268,577 1,295,883 27,307

非支配持分 80,576 83,084 2,508

資本合計 1,714,626 1,895,500 180,874 

負債及び資本合計 3,667,007 3,857,348 190,341

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております

連結包括利益計算書

科　　目
前第1四半期

（2011年4月1日
〜2011年6月30日）

当第1四半期
（2012年4月1日

〜2012年6月30日）
増減金額

四半期利益 47,782 86,406 38,624
その他の包括利益 111,622 151,211 39,589
四半期包括利益 159,404 237,617 78,213

四半期包括利益の帰属
親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 157,489 235,422 77,934
非支配持分に帰属する四半期包括利益 1,915 2,194 279
四半期包括利益 159,404 237,617 78,213

（単位：百万円）

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております

現地通貨高、円安ドル高影響により
増加しました。

point1  のれん

現地通貨高、円安ドル高影響により
在外営業活動体の為替差額が縮小
しました。

point3  その他の資本の構成要素

借入金の返済により減少しました。

point 2  流動負債

連結損益計算書

科　　目
前第1四半期

（2011年4月1日
〜2011年6月30日）

当第1四半期
（2012年4月1日

〜2012年6月30日）
増減金額

売上収益 436,795 512,108 75,313
売上原価 △195,226 △216,812 △21,587
売上総利益 241,569 295,296 53,726
その他の営業収益 2,052 3,027 975
持分法による投資利益 380 246 △134
販売費及び一般管理費等 △167,561 △169,972 △2,411

営業利益 76,441 128,597 52,156
金融収益 1,554 1,085 △469
金融費用 △5,854 △5,291 563

税引前四半期利益 72,141 124,391 52,251
法人所得税費用 △24,359 △37,985 △13,627

四半期利益 47,782 86,406 38,624

四半期利益の帰属
親会社の所有者に帰属する四半期利益 46,126 84,521 38,396
非支配持分に帰属する四半期利益 1,656 1,885 228
四半期利益 47,782 86,406 38,624

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております

（単位：百万円）

国内たばこの販売数量増加、海外た
ばこの単価上昇効果等により増益と
なりました。

point4  営業利益

長期借入金の返済及び配当金の支
払い等があったことによるものです。

point5  財務活動によるキャッシュ・フロー
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たばこ新商品紹介
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■ 商品サイズ：FSK※1

■ フィルタータイプ：白色フレーバー・スレッド搭載フィルター

■ タール値：6mg／本

■ ニコチン値：0.4mg／本

■ 包装形態：20本入り FSK・スーパースリム・ラウンドボックス

■ 価格：440円

　上品な大人の気品と輝きを持ったタール値
６mg、FSK※1スーパースリムの強メンソール
商品「ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メン
ソール」が全国発売されました。
　1995年に発売したピアニッシモは、お客様
のニーズにお応えする喫味・機能・デザインを
備えた多彩な商品ラインアップにより、多くの
お客様にご愛顧いただいているメンソールブ
ランドです。
　「ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メン
ソール」は、ピアニッシモのクセ・刺激が少な
い特徴を踏襲しながら、凛とした強いメンソー
ル感としっかりとした吸い応えを実現しまし
た。また、D-spec※2を搭載しているため、たば
この嫌なにおいを抑えます。

※1 約100mmサイズ

※2 JTの技術力で、気になるたばこの “におい”を低減させ、良
い香りを楽しめる商品の総称

JTグループ商品のご紹介

　「ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メンソール」は、スーパースリムでありながら、ストレート
で強いメンソール感としっかりとした吸い応えをお楽しみいただける商品です。
　パッケージは、シックなワインレッドをベースに、洗練されたダイヤモンドをモチーフにあし
らい、堂々とした強さと輝きを表現しました。さらに、スーパースリムは極細なので、20本入り
でもコンパクトにかさばることなくスタイリッシュに持ち運びができます。
　商品名は、芯の強さ・大人の気品と輝きを表現するDiamond（ダイヤモンド）から想起し、
“Diaʼs（ディアス）”とネーミングしました。
　「ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メンソール」を発売することで、メンソール商品のライン
アップを強化するとともに、今後もさらなるお客様満足を追求してまいります。ぜひ皆様も、こ
のスマートで洗練された極細濃密なメンソールをお試しください。

担 コ当 メ者 ン ト

ご声援ありがとうございました！
ロンドンオリンピック、熱戦に幕

　この夏、日本中を感動の渦に巻き込んだロン
ドンオリンピック。女子バレーボール “火の鳥
NIPPON”のメンバーとして、JTマーヴェラス所属
の竹下佳江選手、大友愛選手、そして女子レスリ
ング72kg級にはJTグループのジャパンビバレッ
ジ所属の浜口京子選手が出場、それぞれ大活躍
を見せてくれました。

　世界の強豪を相手に果敢に挑む姿はJTグルー
プ社員の励みや支えになったことでしょう。
　そして、選手たちの目は、すでに次のステージ
に向かっています。JTグループはこれからも、ス
ポーツを通じて文化の発展や向上に寄与する活
動に取り組んでまいりますので、引き続き熱い声
援をお送りください！

JT NEWS

浜口京子 選手
1978年、東京都出身。
ジャパンビバレッジ・レスリング部 所属。
1997年に75kg級で世界選手権初優勝。以
降、1999年まで３連覇を達成する。この間の
1998年には国際レスリング連盟（FILA）の
最優秀選手賞を受賞した。2004年のアテネ
五輪では銅メダルを獲得。開会式では日本選
手団の旗手を務めた。2008年の北京五輪で
は、２大会連続で銅メダルを獲得した。

大友 愛 選手
1982年、宮城県出身。
中学１年生からバレーボールをはじめ、
2000 年にＮＥＣ入社。2004年、アテネ
五輪に出場し、2009年にＪＴマーヴェラ
ス入団。昨年大ケガに見舞われたが見事
復帰し、２度目の五輪出場を果たした。

竹下佳江 選手
1978年、福岡県出身。
小学校３年生からバレーボールをはじ
め る。1996 年 にＮＥＣ入社。そ の 後、
2002年にＪＴマーヴェラス入団。2004
年のアテネ五輪、2008年の北京五輪に
続き、“世界最強の司令塔”として、３大会
連続出場を果たした。

強豪相手に大健闘！！
女子バレーボール 女子レスリング

72kg級
女子レスリング

SPECIAL
TOPICS

上品な大人の気品と輝き

ピアニッシモ・プレシア・
ディアス・メンソール
新発売！

JT たばこ事業本部
M&Sグループ ブランド企画部

林 由香里

ピアニッシモ・プレシア・
ディアス・メンソール

新発売！
7月下

旬

■ 価格：440円
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食品新商品紹介飲料新商品紹介

 レンジで温めるだけの
　スティックタイプのカレーパン
 具材とスパイスにこだわった

　カレーフィリングが
　パンの端から端までたっぷり！

担 コ当 メ者 ン ト

昨年の発売以来、ご好評いただいている冷凍パン「ベーカーズセレクト」に、
この秋新たにカレーパンをラインアップ。一口目からフィリング（具材）を楽
しんでもらえるよう、端から端までカレーを詰め、揚げたてのおいしい状態
を急速凍結。電子レンジの簡単調理でいつでもサクッとした食感のパンを
お召し上がりいただけます。片手で食べやすいスティックタイプ、１個入り
で、店舗でも手軽にお試しいただける商品です。

テーブルマーク（株） 商品開発部　西尾 武

讃岐麺工房
七種具材の煮込みうどん
1食入り／382g

JTグループ商品のご紹介

 豚肉やさといも、油揚げなど7種類の具材が入った
　味噌仕立ての煮込みうどん
 合わせ味噌にかつおや昆布などの旨みをプラスした

　まろやかで甘みのあるスープが特長

下町洋食屋の
チキンライス
400g

たきたてご飯
発芽玄米入りがゆ
１食入り／250g

レンジで焼きたて スティックカレーパン
1個入り

「香り」を楽しめるボトル缶として市場で大好評！
 好評の「香り高いアロマ、豊かなコク」をホットで楽しむ

ルーツ
アロマブラック ホットブレンド
275gボトル缶／130円（消費税別）

JT 飲料事業部 商品統括部　田中 亮

 桃でHAPPY！ 気分もUP！
 桃と天然水で仕上げた

　みずみずしい美味しさ

桃の天然水
スパークリング
500mlペットボトル
140円（消費税別）

桃の天然水
500mlペットボトル
140円（消費税別）

担 コ当 メ者 ン ト

持ち運びができて、自分のペースで楽しめるボトル缶コーヒーは、缶コー
ヒーの飲用シーンを飛躍的に拡大させました。伸長著しいボトル缶コーヒー
市場にあって、2003年に発売した「アロマブラック」は、市場を牽引し続け
てきたパイオニアブランドです。このたびリニューアル発売する「ルーツ ア
ロマブラック ホットブレンド」は、“香り高いアロマ”と “豊かなコク”で大変
好評いただいているホット専用の「アロマブラック」です。コーヒーの
ブレンドや飲み心地など、ホットでおいしく楽しむためのさまざまな
工夫を加えた心も体も温まる商品です。どうぞお試しください。
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冷凍うどん製造の流れ

パックご飯製造の流れ

冷凍うどんライン

冷凍倉庫

常温倉庫

エントランス・事務所 他

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

パックご飯ライン

全長120mに及ぶ室内通路

製品出荷

原料（小麦粉・米）

見学者用通路

納
米
庫

新潟県魚沼市十日町字八色原1687-7

2010年11月1日

敷地面積61,000㎡、工場面積15,870㎡

約80人

広報担当がナビゲート！

魚沼水の郷工場
JTグループの食品事業の中核を担うテーブルマーク（株）は、

「一番大切な人に食べてもらいたい」という想いのもとに、
さまざまな創意工夫を凝らした商品づくりに取り組んでいます。
そんなテーブルマーク（株）の商品や品質管理について、広報担当者がご紹介します！

国産小麦さぬきうどん3食さぬきうどん3食さぬきうどん5食 たきたてご飯 国産こしひかり3食
たきたてご飯 国産こしひかり5食

「本場のさぬきうどんのおいしさを全国に広
めたい」という想いから、1974年に業界初
の冷凍さぬきうどんを開発！

「加圧加熱」と「蒸気炊飯」の2段階加熱※。
お釜からお米を移すのではなく、トレーのまま
炊くので、米粒がつぶれずにつややか！

魚沼水の郷工場で
製造している

商品です

　「一番大切な人に食べてもらいたい」。
　そんな想いをもって、私たちテーブルマーク（株）は事業に取り組んでいます。少子高齢化や世帯人数の
減少、経済環境の変化などを背景に、お客様のニーズは日々変化しています。身近な食品だからこそ安心し
て選んでいただけるように、私たちは高い技術力と最高水準の安全管理体制のもと「身近なのに、あたら
しい」おいしさをお届けし続けています。
　丁寧に手間をかけてつくった製品を、さまざまな場面でお楽しみいただければと思います。
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テーブルマークの 9月1日は「防災の日」です。テーブルマーク（株）では、普段の生活の中で食材を使いながら蓄える
「ローリングストック」を推奨しています。詳しくは、パソコン・携帯電話から「ローリングストックのス
スメ」で検索してください。 検 索検 索ローリングストックのススメ

　魚沼水の郷工場では、生産履歴を１パック単位で追跡できる当社独自のトレーサビリ
ティシステム「TM－TAS」を導入しています。このシステムは、商品パッケージに商品識別
記号を付与することで、生産ロット内の原材料使用履歴、生産管理履歴などを時間軸で紐
付けすることができるため、お客様からのお問い合わせの際には、迅速に情報を提供する
ことが可能となります。また得られたデータを工程管理に生かすことで、お客様に安心して
おいしくお召し上がりいただける製品づくりに役立てています。

　魚沼水の郷工場は、全長約140メートルの全自動の直線工程で、1時間当たりの製造ス
ピードが冷凍うどんは2万1,000食、パックご飯が6,000食を誇ります。中でもさぬきうど
んは、本場さながらの味と評判をいただいています。また、お客様に製造工程を直接ご覧い
ただくことが安心につながると考え、見通しの良い一直線の専用通路を設けて、一般のお客
様向けの工場見学を受け入れています。

安全性は
もちろん、

品質も高めて
いきます

納
米
庫

所 在 地

稼働開始日

面　　　積

従 業 員 数

テーブルマーク株式会社 広報部　小野 功
こう

爾
じ

魚沼水の郷工場を一般公開しています。
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.tablemark.co.jp/

※炊飯前の米に高温の圧力をかけて中まで熱を通し、そのあと蒸気の力で炊き上げる方法

最新鋭の
工場の全貌を
ご紹介します

JTグループ企業や事業部について株主の皆様へご紹介いたします。

魚 沼 水の 郷 工 場
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医薬品の製造・販売

1921年11月1日（創業：1872年）

927名（2012年3月31日現在） 本社 佐倉サイト（工場・研究所）

広報担当がナビゲート！

今年で創業140周年を迎える鳥居薬品（株）。
「世界に通用する医薬品を通じて、お客さま、株主、社会、社員に対する
責任を果たすとともに、人々の健康に貢献する」ことを企業ミッションとし、
日々活動を続けています。

　製薬業界は研究開発に多くの資源を必要とし、新薬開発に必要な技術はますます高度化しています。新
薬承認のハードルも非常に高く、販売までにかかる歳月は長期にわたります。しかし、私たちは老舗製薬メー
カーとしての自負と築き上げてきた信頼をもとに、製造・販売のみならず、既存製品の剤形改良やスギ花粉症
に対する舌下減感作（免疫）療法薬など当社の得意とする領域における新薬の研究開発においてもチャレ
ンジを続け、今後も新しい価値の創造によって医療の発展と人々の健康に貢献することを目指しています。
　1998年に鳥居薬品（株）はJTグループの一員となりました。それぞれの役割を果たすことにより、最
大限の相乗効果を発揮する協業体制としています。さらに、導入活動についても鳥居薬品（株）独自の活
動に加え、JTと連携することにより、優れた医薬品の導入を進めています。
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安心してご使用いただける製品を
お届けするために
　医薬品は、人の生命や健康に直結します。ゆえに、製薬企
業には医薬品を安定的に供給し続け、かつ開発から販売後
に至るまで高い品質と安全性を確保・保証することが求め
られます。そのため、私たちは原材料の調達から医薬品が
患者さまの手に届くまでの品質維持、安全確保に取り組ん
でいます。
　加えて既存品に関し「もっと飲みやすく、使いやすくして
ほしい」という患者さまからの声に応えるなど、患者さまの
QOL（生活の質）向上への取り組
みも、積極的に行っています。
　また “医薬品”を扱う私たちに
は、高度な倫理性に基づく企業行
動が求められています。そのこと
を全社員がしっかりと認識し、医
療関係者の皆さまや患者さまに
優れた医薬品をお届けすることは
もちろん、副作用も含めた正しい
情報を的確に提供するよう努め
ています。

所 在 地

事 業 内 容

設　　　立

従 業 員 数

鳥居薬品株式会社 経営企画部　大津 良介

JTグループの医薬事業の一翼を担う鳥居薬品
（株）。広報担当者の大津が、医薬品を通じて人々
の健康に貢献する “想い”をお伝えします！

鳥居 薬品 株 式 会 社

ツルバダ® 配合錠（抗ウイルス化学療法剤）レミッチ ®カプセル（経口そう痒症改善剤）

鳥居薬品の 鳥居薬品（株）の社章について。よく見ると「トリイ（ヰ）」の文字組合
せによるパターンが隠れています。1964年から鳥居薬品（株）のシン
ボルマークとして使用されています。

※JTとの連携により導入したレミッチ、ツルバダ。現在、鳥居薬品（株）の主力品となっています

※既存製品の新剤形として服用感（飲みやすさ）を改良したドライシロップ剤

（ト） （リ） （ヰ）

ケイキサレート®ドライシロップ 76％
（高カリウム血症改善剤）
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株主様アンケート結果のご報告 株主優待に関して
2012年６月の業績報告書Volume.37送付時に実施しました株主様アンケートにご協力いただき、あり
がとうございました。今回は、約7,500名の株主様からご回答をいただきました。
お答えいただいた質問の中から株主優待商品、株式保有に関する結果についてご報告します。

株主様にお選びいただいた優待商品内訳
は、飲料セット（約50%）、ご飯セット（約
30%）、スープ・調味料セット（約15%）、
寄付（約5%）となりました。

10年以上保有している株主様の約75%が1994年10月の上場時から、5
年以上から10年未満保有している株主様の約50%が2004年6月の第3
次売出時から保有されています。平均保有株式数は4.8株、平均保有期間は
10年になります。

約30%の株主様に、株主保有の理由として株主優待
をお選びいただいており、引き続き、魅力ある株主優
待品をお届けできるようさらなる充実を図っていきま
す。また、多くの株主様に配当に魅力を感じていただ
いておりますが、配当につきましては、4月に発表した

「経営計画2012」において、連結配当性向を2011年
度の約30%から2013年度までに40%、その後中
長期的に50%の達成を目指すことを掲げており、競
争力ある株主還元を追求していきます。

株主優待について
今回の株主優待商品内容

株式保有について
当社株式を保有した理由

当社株式について
当社株式保有数を教えてください 当社株式保有期間を教えてください
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業績安定成長への期待

株主優待に魅力

財務内容が健全

配当に魅力

医薬事業展開に魅力

グローバルに事業展開

食品事業展開に魅力

業界での地位・優位性

高技術・研究開発力
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JT TOPICS

　2012年3月31日現在の株主の皆様あてに、7月下
旬より順次、株主優待商品をお届けしておりますが、ま
だお手元に届いていない株主様がおられましたら、お
手数をおかけいたしますが、右記の「JT株主優待事務
局」までお問い合わせください。
　なお、株主優待商品につきましては、2012年3月31
日現在の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ので、4月以降、引越し等に
よりご住所に変更があった場合にも、右記の「JT株主
優待事務局」へご連絡ください。あわせて、口座を開設
されている証券会社様にて住所変更のお手続きをお願
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
株式会社にてお手続きをお願いいたします。

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／土・日・祝日を除く ９：00〜１７：００）

株主優待商品の発送について

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た

社会福祉法人中央共同募金会とは
共同募金運動の企画、啓発宣伝、調査研究、都道府県共同募金会の支援等を赤い羽根をシンボルに全国47都
道府県で活動を行っています。また、2以上の都道府県で活用される寄付金の受け入れおよび調整等、民間福祉
事業の推進に大きな役割を果たしています。

　2012年3月31日現在の株主様を対象とした株主優待において、優待商品の贈呈に代えて、その相当金額を「東日本大震災
の復興支援に対する寄付」としてお選びいただける選択肢をご用意しましたところ、1,146名の株主様にお選びいただきまし
た。その総合計額306万8,000円を7月31日に社会福祉法人中央共同募金会『赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サ
ポート募金」』に寄託いたしましたのでご報告申し上げます。
　ご協力いただきました株主の皆様には、厚く御礼を申し上げます。

株主様による株主優待での寄付のご報告
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　世界的にも著名な根付のコレ
クターであられた高円宮殿下と妃
殿下が収集された「現代根付」を
展示する『高円宮コレクション室』
が、『東京国立博物館』の本館2
階に設けられ、平成23（2011）年
11月より公開が始まりました。 
  この『高円宮コレクション室』は、
人 に々現代根付の実物を実際に
見てもらうことを通し、江戸時代
から続く根付の技術や伝統が後
世に伝えられることを切望された
殿下のご遺志を受け継ぎ、『東京
国立博物館』での常設展示とし
て結実することとなりました。
  そもそもこの根付とは、たばこ
入れなどを着物の帯から提げて
携帯する際に、落下防止のため
に用いられた留め具のことを指し
ます。これが当時の人々にとって

は、個人の趣向を示す格好のア
クセサリーにもなったため、古来
より、さまざまな形態の根付が制
作されてきたのです。それが現
代では、主に鑑賞を目的に制作
されるようになったため、これを
現代根付と呼び、実際に留め具
として使われた江戸時代の根付
と区別するようになりました。
  日本を代表する工芸品であり
ながら、一般には、やや馴染み
の薄い存在でもある根付。しか
しながら、先人が築いた技術や
伝統をしっかりと受け継ぎつつ、
昇華させた『高円宮コレクション
室』の現代根付を見れば、その
テーマをはじめ、素材や色彩、質
感など、新たな感覚が盛り込まれ
た根付の世界に、誰もが魅了さ
れてしまうことでしょう。

東京国立博物館 高円宮コレクション室 伝統を昇華させたる繊細なる美
現在進行形の「根付」の世界

現代根付を展示する『高円宮コレクション室』の隣室にあたる「10室」では、江戸時代の
服飾をテーマに、“浮世絵と衣装”と題された展示が行われ、江戸時代に制作された古典的
な根付を見ることができました。
平成24（2012）年度は、東京国立博物館140周年を記念した特集陳列を開催しています。
10月30日〜12月9日には江戸時代から明治期の有名根付師の作品を含む「根付 郷コレ
クション」と高円宮殿下十年式年祭記念「根付 高円宮コレクション」を同時に展示します。

『高円宮コレクション室』は、皇室のかたがたが博物館にご
来館された際に用いていた貴賓室の一部を、シャンデリア
や壁紙なども手を加えることなく、そのまま使用している

根付を展示しているケースは、現在の本館が建てられ
た昭和13（1938）年頃に使用されていたもの。クラ
シックで重厚感あふれる部屋の雰囲気と調和している

常時50点の根付が展示され、３か月ごとに入れ
替わる。展示内容は、妃殿下が根付の多様性を
考慮されつつ、ご自身でお選びになっている

■東京国立博物館
所　在　地／〒110- 8712 東京都台東区上野公園13-9
 （JR「上野」駅公園口または「鴬谷」駅南口から、徒歩10分。
 東京メトロ「上野」駅または「根津」駅、および京成電鉄「京成上野」駅から、徒歩15分。）
お問い合わせ先／03-5777- 8600（ハローダイヤル）
開 館 時 間／9:30〜17:00 （入館は閉館の30分前）※季節により時間に変動あり
休　館　日／月曜（月曜が祝日の場合は翌日火曜）
入　館　料／一般600円、大学生400円（20名以上の場合、団体料金あり）
http://www.tnm.jp/

上野
動物園

東京都上野
恩賜公園
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証券会社でお取引をされている株主様

現金受取

口座振込

配当金のお受け取り方法 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。

特別口座をご利用の株主様

株式の諸手続きについて

口座を開設している証券会社

配当金領収証

配当金

配当金

配当金領収証

株主様

指定した金融機関口座

ゆうちょ銀行　郵便局

JT

JT

◇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受け取る場合
配当金

配当金

指定した金融機関口座X

指定した金融機関口座Y

JT

A社

◇保有する株式の配当金を一括して銀行等の預金口座で受け取る場合
配当金

指定した金融機関口座X
JT

配当金 A社

◇証券会社の取引口座で受け取る場合（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）

※特別口座をご利用の株主様はご利用できません

●株分の配当金証券会社X・JTの株・●株
JT○株分の配当金証券会社Y・JTの株・○株

JT

● 届出住所・氏名などのご変更
● 配当金の受取方法・振込先のご変更
● 単元未満株式の買取・売渡（買増）請求 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

● 届出住所・氏名などのご変更
● 配当金の受取方法・振込先のご変更
● 単元未満株式の買取・売渡（買増）請求
● 郵便物の発送/返戻に関すること
● 支払期間経過後の配当金
● その他、株式事務に関する一般的なお問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

お問い合わせ先
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

0120-232-711（平日9：00〜17：00）
手続き用紙のご請求先
●音声自動応答電話によるご請求

0120-244- 479（24時間）

【お手続き、ご照会内容】 【すべてのお手続き、ご照会、お問い合わせ】

● 郵便物の発送／返戻に関すること
● 支払期間経過後の配当金
● 書類が届かない／配当金領収証の紛失等のトラブル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  など

取締役
取 締 役 会 長 木村　　宏
代 表 取 締 役 社 長 小泉　光臣
代表取締役副社長 新貝　康司
代表取締役副社長 大久保憲朗
代表取締役副社長 佐伯　　明
取 締 役 副 社 長 宮崎　秀樹
取 締 役 岩井　睦雄
取 締 役 岡　　素之
取 締 役 幸田　真音

監査役
常 勤 監 査 役 立石　久雄 
常 勤 監 査 役 中村　　太 
監 査 役 上田　廣一
監 査 役 今井　義典

執行役員
社　　　　長    小泉　光臣
副 　 社 　 長 （コンプライアンス・企画・人事・総務・法務・監査担当）  新貝　康司
副 　 社 　 長 （医薬事業・食品事業担当）  大久保憲朗
副 　 社 　 長 （たばこ事業本部長）  佐伯　　明
副 　 社 　 長 （CSR・財務・コミュニケーション担当） 宮崎　秀樹
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 （コンプライアンス・総務担当）  千々岩良二
常務執行役員 （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 渉外責任者）  山下　和人
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 （たばこ事業本部 中国事業部長）  川股　篤博
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 （企画責任者）  寺畠　正道
執 行 役 員 （コミュニケーション責任者）  田中　泰行
執 行 役 員 （たばこ事業本部 R&D責任者）  米田　靖之
執 行 役 員 （たばこ事業本部 事業企画室長）  福地　淳一
執 行 役 員 （医薬事業部長）  藤本　宗明
執 行 役 員 （人事責任者）  佐々木治道
執 行 役 員 （財務責任者）  見浪　直博
執 行 役 員 （総務責任者）  山田　晴彦
執 行 役 員 （法務責任者 兼 法務部長）  廣渡　清栄

株価の推移 1994年10月27日上場〜2012年7月　当社株価（東証終値、月間）

役 員

三菱UFJ信託銀行株式会社

1995 2000 2005 2010
0

1,000

500

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

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）

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）

※2012年7月1日に1:200の株式分割を実施。2012年6月以前の株価は遡及して修正。
（年）

（円）




