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株主メモ

業績報告書
株主・投資家の皆さまへ

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年度第2四半期決算報告

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

基幹ブラ
ンド「R

oots」

コラボレ
ーション

商品発売

JTが支援するオリジナルブランド米「たかたのゆめ」収穫祭を開催

2013/14 V・プレミアリーグ男女共に新体制で臨む！

証券会社でお取引をされている株主様 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

● 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

三菱UFJ信託銀行株式会社

決算期

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 ■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）

3月31日

6月

3月31日

9月30日

100株

株式の諸手続 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。

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

■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。
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売上収益 調整後EBITDA※1 ※2営業利益 四半期利益

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

売上収益 ※1

〈単位：億円〉 〈単位：億円〉 〈単位：億円〉 〈単位：億円〉 〈単位：億円〉

調整後EBITDA
〈単位：億円〉

営業利益
〈単位：億円〉

当期利益 ※2

〈単位：億円〉

2013年度
第2四半期
為替一定ベース

23,680
21,202

23,680

11.7％
18.7％

20.8％6.1％
為替一定ベース

40.5％
30.8％

13.0％0.7％
9.6％

10,574
11,591

3,290 3,315
2,655

3,474

1,688

2,371

3,717

為替一定ベース

当年今回見込
為替一定ベース

6,220 6,600
7,380

前年
実績

当年
今回見込

6,320
5,322

6,160

当年
当初見込

前年
実績

当年
今回見込

4,150

3,436

4,150

当年
当初見込

前年
実績

当年
今回見込

当年
当初見込

前年
実績

当年
今回見込

18.7％

当年
当初見込

6,600

当年
当初見込

7,300

TOP MESSAGE

1 2

※1 調整後EBITDA＝営業利益＋有形固定資産の減価償却費＋無形資産の償却費±調整項目（収益及び費用）※

    ※調整項目（収益及び費用）＝のれんの減損損失±リストラクチャリング収益及び費用等
※2 親会社所有者に帰属

 代表取締役社長

目標達成に向け、着実に進捗。

2013年度第2四半期実績及び
通期見込について
　2013年度第2四半期は、欧州における景気後退を背景と
した総需要の減少など、厳しい事業環境が続きました。一方
で、海外たばこ事業における着実な価格戦略による単価上昇
効果や円安影響により増収増益となりました。
　また、通期の見込につきましては、厳しい事業環境が続く
中においても、堅調な事業実績を反映し、為替一定ベースの

EBITDA、当期利益については当初予想を据え置きます。なお、
為替影響を含むEBITDAについては、主に円ドル為替レート
の前提条件を95円から97円に変更したこと、営業利益につい
ては為替レートの前提条件の変更に加え、当初計画を上回る
固定資産売却益を計上したことから上方修正いたします。
　事業別にご説明いたします。海外たばこ事業においては、
複数市場における当初想定を上回る総需要減少や、中東等
での不安定な事業環境の影響により、販売数量見込を下方
修正いたしますが、適切な価格戦略により利益目標の達成に
確かな手ごたえを感じています。
　また、医薬事業においては一時金収入の一部が次年度
に計上される見込みであることから、売上収益、調整後
EBITDAともに下方修正しています。
　国内たばこ事業、飲料事業、加工食品事業については、引
き続き、当初目標の達成を目指してまいります。国内たばこ
事業において、シェア伸長の牽引役であるMEVIUSを中心
として、ブランド価値を一層強化し、さらなるシェア拡大に努
めるとともに、飲料事業、加工食品事業においても、質の高い
トップライン成長の実現に取り組んでまいります。

国内たばこ事業における
競争力強化施策について
　なお、決算発表と同時に、国内たばこ事業における競争力
強化施策について発表いたしました。今後も、総需要減少な
どの厳しい事業環境が続くことが想定される国内たばこ事
業において、持続的成長を実現するために、課題を先送りす
ることなく、いち早く取り組むことが最善の方策であるとの判
断に至り、今回の施策を策定いたしました。
　具体的には、「質の高いトップライン成長の実現に向けた
営業体制の再構築」として、現在の25支店から、機能を拡充
した15の支社体制へと移行し、地域特性に応じたマーケティ
ング戦略の立案機能を強化します。また、事業量の減少に対
応し、たばこ製造工場、たばこ関連工場4工場の廃止を含む

「コスト競争力の強化」等を図ってまいります。
　国内たばこ事業はJTグループにおける収益基盤の中核です。
今回の施策を着実に実行することで、より強固な事業基盤を確
立するとともに、競争力・収益力をさらに強化し、引き続きJTグルー
プの利益成長に大きく貢献していくことを目指してまいります。

2013年度第2四半期決算

通期業績見込第2四半期累計実績
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（百万ドル） （億円）

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

1,000 1,000

2,000 2,000

3,000 3,000

4,000 4,000

5,000 5,000

6,000 6,000

7,000 7,000

5,728

2,167
1,729

5,840

2,274 2,178

自社たばこ製品売上収益

調整後EBITDA

円ベース調整後EBITDA

自社たばこ製品売上収益
前年同期比
＋2.0％5,840百万ドル

百万
ドル

調整後EBITDA
前年同期比
＋4.9％2,274

円ベース調整後EBITDA
前年同期比
＋26.0％2,178億円

0 0

海外たばこ事業実績  ※海外たばこ事業については、2013年1月〜6月実績

海外たばこ事業販売数量実績

1,000

500

2,500

2,000

1,500

（億本）

2012年度
第2四半期

2,124

1,308

2013年度
第2四半期

2,016

1,279

0

JTI販売数量

前年同期比 △5.1％
2,016億本

GFB販売数量

前年同期比 △2.3％
1,279億本

総需要減少影響を受ける中、メビウス(MEVIUS)が、引き続き力強く全体のシェア伸長を牽引し、販売
数量は前年同期と同水準となりました。この結果、売上収益、EBITDAともに、前年同期と同水準とな
りました。

欧州での景気後退に伴う総需要の減少に加え、複数市場における流通在庫の調整により、販売数量は減少し
ましたが、数量の減少を上回る堅調な単価上昇効果がこれを相殺し、自社たばこ製品売上収益は前年同期比
2.0%成長、調整後EBITDAは4.9％成長となりました。また、円ベースの調整後EBITDAは、円安影響によ
り、26.0%と大幅な成長となりました。

メビウス(MEVIUS)が引き続き力強く伸長 販売数量の減少影響を上回る単価上昇効果国内 海外
たばこ事業 たばこ事業

主要市場シェア

2012年6月 2013年6月 増減

フランス 16.1% 19.2% +3.1%pt

スペイン 20.9% 21.0% +0.1%pt

イタリア 21.0% 21.6% +0.7%pt

ロシア 36.7% 36.3% △0.4%pt
（うちGFBシェア） 21.3% 22.5% +1.2%pt

台湾 38.2% 39.4% +1.2%pt

トルコ 25.4% 26.5% +1.1%pt

英国 38.6% 40.2% +1.6%pt

※Source: Nielsen, Logista, Altadis
※％ptは、パーセントポイントの略

1,500

1,000

500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

（億円）

2012年度
第2四半期

3,350

1,542

2013年度
第2四半期

3,358

1,533

自社たばこ製品売上収益

調整後EBITDA

0

自社たばこ製品売上収益

前年同期比 ＋0.2％
3,358億円

調整後EBITDA

前年同期比 △0.6％
1,533億円

国内たばこ事業実績

JT製品及びメビウス（MEVIUS）の市場シェア

（％）

12年度
7-9月

12年度
10-12月

12年度
1-3月

13年度
4-6月

13年度
7-9月

58.0

29.0

33.0

62.0

JTシェア メビウス（MEVIUS）シェア

59.7 59.6 59.5

60.5 60.7

31.1 31.3 31.4
32.2

32.6

JT販売数量実績
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（億本）
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第2四半期

2013年度
第2四半期

JT販売数量

前年同期比 +0.1％
596億本

596 596

0

JT製品の市場シェア

※%ptは、パーセントポイントの略
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（％）

2012年度
第2四半期
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第2四半期

JT市場シェア

前年同期比 ＋1.1％pt
60.6％

59.5
60.6

55.0
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開発名
〈一般名など〉

想定する
適応症/剤形 作用機序 開発

地域
開発段階 備考

Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認

JTK-303
（elvitegravir）

HIV感染症 /経口 インテグラーゼ
阻害

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

自社品

Elvitegravirは自社品
他3成分は導入品

（Gilead Sciences社）

JTT-751
（クエン酸第二鉄水和物）

高リン血症 /経口 リン吸着剤 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

導入品
（Keryx Biopharmaceuticals社）
鳥居薬品㈱と共同開発

JTT- 851
2型糖尿病/経口 GPR40 作動 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
自社品

JTZ-951
腎性貧血 /経口 HIF-PHD阻害 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
自社品

JTE- 051 自己免疫・アレル
ギー疾患/経口

ITK阻害 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

自社品

JTE- 052 自己免疫・アレル
ギー疾患/経口

JAK阻害 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

自社品

JTE-151 自己免疫・アレル
ギー疾患/経口

RORγアンタゴ
ニスト

Th17細胞の活性化に中心的な役割を担う
RORγを阻害し、過剰な免疫反応を抑制する

自社品

JTE-350＊＊

（ヒスタミン二塩酸塩）

アレルギー皮膚テス
ト実施時の陽性コ
ントロール/注射剤

ヒスタミン受容
体アゴニスト

皮内のヒスタミン受容体に作用し、検査部位の皮膚に膨疹
および発赤反応を誘発させる

導入品
（ALK社）
鳥居薬品㈱と共同開発

一般名等
（当社開発番号） 導出先 作用機序 備考

elvitegravir
（JTK-303）

Gilead Sciences社 インテグラー
ゼ阻害

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

（適応：HIV感染症）
単剤：米国・欧州 申請中
新規配合錠：Phase3

trametinib
GlaxoSmithKline社 MEK阻害 細胞増殖シグナル伝達経路に存在するリン酸化酵素MEKの働きを阻害する

ことにより、細胞増殖を抑制する
（適応：メラノーマ）
欧州 申請中

（適応：メラノーマ dabrafenib 併用）
米国・欧州 申請中

抗ICOS抗体 MedImmune社 ICOS
アンタゴニスト

T細胞の活性化に関与しているICOSの働きを阻害し、免疫反応を抑制する

医薬事業　臨床開発品目一覧（2013年10月31日現在）

（注）開発段階の表記は投薬開始を基準とする
＊Gilead Sciences社の国際共同治験に参画

＊＊厚生労働省主催の「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において開発企業の募集が行われた品目

将来に関する記述等についてのご注意

　本資料には、当社又は当社グループの業績に関連して将来に関する記述を含
んでおります。かかる将来に関する記述は、「考えています」「見込んでいます」

「予期しています」「予想しています」「予見しています」「計画」「戦略」「可能
性」等の語句や、将来の事業活動、業績、事象又は条件を表す同様の語句を含
むことがあります。将来に関する記述は、現在入手できる情報に基づく経営者
の判断、予測、期待、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。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なく、当社
としてその実現を約束する趣旨のものでもありません。また、かかる将来に関
する記述は、さまざまなリスクや不確実性に晒されており、実際の業績は、将来
に関する記述における見込みと大きく異なる場合があります。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、国産葉たばこの買入れ義務、包装、ラベル、
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、銘柄嗜好の変化及び需要の減少
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
⑩ 自然災害及び不測の事態等

売上収益については、既導出品の開発進展に伴う一時金収入の増や販売拡大に伴うロイヤリティ収入の
増、また、鳥居薬品における「レミッチカプセル」「ツルバダ配合錠」等の増収により、前年同期比39億円の
増収となりました。調整後EBITDAについても、増収効果により、前年同期から改善しております。なお、パ
イプラインについては、腎性貧血治療薬「JTZ-951」が国内でPhase2に移行しました。

飲料事業においては、「桃の天然水」の伸長により、当社製品の販売数量が増加した一方、自販機販路にお
ける減収により、売上収益については減収となりました。調整後EBITDAについても、質の高い自販機オペ
レーションのさらなる強化やブランド力強化に向けた費用の増加等により減益となりました。
加工食品事業においては、前年度に水産事業から撤退した影響により減収となりましたが、この影響を除い
たベースでは、ステープルが伸長したことにより、増収となりました。調整後EBITDAについては、円安に伴
う原価上昇はあったものの、ステープル商品の伸長等もあり、増益となりました。

既導出品の開発進展、販売拡大が収益改善に貢献医薬事業
「桃の天然水」が伸長し、自社製品の販売数量が増加飲料事業
ステープルが着実に成長加工食品事業

前回公表時（2013年7月30日）からの変更点
＜自社開発品＞　・JTZ-951 国内臨床試験Phase1からPhase2へ移行　・JTE-350 新規臨床入り（国内Phase3） 

（億円）

2012年度
第2四半期

950

900

850

800

750

700

2013年度
第2四半期

売上収益

売上収益

前年同期比
△10億円

972億円

調整後EBITDA

前年同期比
△28億円

45億円100

50

1,050

1,000

調整後EBITDA

売上収益

前年同期比 △80億円
758億円

調整後EBITDA

前年同期比 ＋3億円
30億円

水産事業除き
前年同期比 ＋25億円

982

73

972

45
0

800

750

700

650

40

30

20

10

900

850

売上収益 売上収益（水産事業除き）
（億円）

2012年度
第2四半期

2013年度
第2四半期

839

27

758

30

0

734

調整後EBITDA

飲料事業実績 加工食品事業実績

自社開発品

導出品

国内

国内

国内

国内

国内

国内

国内

海外

海外

海外

海外

単剤（申請準備中）

新規配合錠（国際共同治験＊）
（elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/
  tenofovir alafenamide)

（elvitegravir/cobicistat/
  emtricitabine/tenofovir
 alafenamide)



連結財務諸表
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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
（2013年3月31日）

当第2四半期末
（2013年9月30日）

増減金額

資産

流動資産 1,213,146 1,268,915 55,768 

非流動資産 2,639,421 2,832,205 192,784 

有形固定資産 672,316 721,046 48,731 
のれん 1,316,476 1,438,709 122,234 
無形資産 348,813 361,053 12,240 
投資不動産 58,995 50,744 △8,251
退職給付に係る資産 14,825 17,379 2,554 
持分法で会計処理されている投資 22,940 24,172 1,232 
その他の金融資産 71,781 81,618 9,836 
繰延税金資産 133,276 137,484 4,209 

資産合計 3,852,567 4,101,120 248,552 

科　　目
前第2四半期

（2012年4月1日
〜2012年9月30日）

当第2四半期
（2013年4月1日

〜2013年9月30日）
増減金額

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,269 23,211 △ 236,058
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 96,279 7,839 104,118
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 214,900 △ 40,330 174,570
現金及び現金同等物の増減額 △ 51,910 △ 9,280 42,630
現金及び現金同等物の期首残高 404,740 142,713 △ 262,028
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 8,522 6,855 15,377
現金及び現金同等物の四半期末残高 344,309 140,288 △ 204,021

科　　目 前年度
（2013年3月31日）

当第2四半期末
（2013年9月30日）

増減金額

負債及び資本
負債
流動負債 1,112,968  1,113,333  365  

非流動負債 847,168 754,532  △92,637

負債合計 1,960,137 1,867,865 △92,272

資本
親会社の所有者に帰属する持分 1,806,543 2,145,189 338,646  

資本金 100,000 100,000 ─
資本剰余金 736,411 736,411 1
自己株式 △344,573 △344,569 3 
その他の資本の構成要素 △155,420 15,120 170,540 
利益剰余金 1,470,125 1,638,227 168,102 

非支配持分 85,887 88,066 2,178 

資本合計 1,892,431 2,233,255 340,824 

負債及び資本合計 3,852,567 4,101,120 248,552 

※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2四半期

（2012年4月1日
〜2012年9月30日）

当第2四半期
（2013年4月1日

〜2013年9月30日）
増減金額

四半期利益 171,814 241,057 69,243
その他の包括利益 △ 28,497 170,235 198,732
四半期包括利益 143,317 411,292 267,976

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 140,423 407,634 267,211
非支配持分に帰属する四半期包括利益 2,894 3,659 764
四半期包括利益 143,317 411,292 267,976

（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

棚卸資産の増加、営業債権の増加に
より、増加しました。

point1  流動資産

未払いたばこ税等の減少により、減
少しました。

point3  非流動負債

円安影響により増加しました。

point4  その他の資本の構成要素

海外たばこ事業における単価上昇
効果及び円安影響により増収となり
ました。

point 6  売上収益

売上収益の増加に加え、固定資産売
却益の計上により増益となりました。

point7  営業利益

連結損益計算書

科　　目
前第2四半期

（2012年4月1日
〜2012年9月30日）

当第2四半期
（2013年4月1日

〜2013年9月30日）
増減金額

売上収益 1,057,391 1,159,116 101,725
売上原価 △ 444,567 △ 470,797 △ 26,231
売上総利益 612,825 688,319 75,494
その他の営業収益 4,510 47,244 42,734
持分法による投資利益 2,354 455 △ 1,899
販売費及び一般管理費等 △ 354,143 △ 388,656 △ 34,512

営業利益 265,545 347,363 81,818
金融収益 1,963 2,703 740
金融費用 △ 15,493 △ 10,991 4,502

税引前四半期利益 252,016 339,075 87,060
法人所得税費用 △ 80,202 △ 98,018 △ 17,816

四半期利益 171,814 241,057 69,243

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 168,764 237,147 68,384
非支配持分に帰属する四半期利益 3,050 3,910 860
四半期利益 171,814 241,057 69,243

※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）

暦日影響により、未払いたばこ税
の支払いが対前年で相対的に増加
したことにより減少しました。

point8  営業活動によるキャッシュ・フロー

のれん全体に係る為替影響により増
加しました。

point 2  のれん

当期利益の計上により増加しました。

point5  利益余剰金
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JT NEWS

　10月18日に「つながる虎ノ門～岩手と東京をつなぐ体
験イベント※」が、来春までの期間限定でオープンしている
アウトドアパーク「M

モリ

ORI T
トラスト

RUST G
ガーデン

ARDEN T
トラヨン

ORA4」
（東京・虎ノ門）で開
催され、JTが支援す
る岩手県陸前高田
市のオリジナルブラ
ンド米「たかたのゆ
め」の稲刈りと試食
会が行われました。
　この「たかたのゆ
め」は、もともとJT
植物イノベーション
センターが開発・保
有していた「いわた
13号」と呼ばれる新

種米です。長期的な視野に立った東日本大震災の復興支
援をするため、今年4月、陸前高田市に正式に寄贈したも
のです。さらに6月にはこの「たかたのゆめ」を首都圏か
ら全国に発信しようと、他社とも協働して同所内の貸し菜
園「森

モリトラファーム

虎農園」で田植えを行いました。
　今回はこの「たかたのゆめ」を収穫するため、6月に苗
を植えた子供たちをはじめ、陸前高田市の戸羽太市長や
安倍昭恵首相夫人など、復興を願う大勢の方々が駆け付
け、盛大な収穫祭となりました。稲刈りでは子どもたちが
初めて持つ鎌に少し緊張の面持ちでしたが、市長や首相
夫人、協力企業代表者らに混じり大きく実った稲を丁寧
に刈り取っていきました。

　『JTフォーラム～ひとのときを、想う。～』は、「良質な文
化の芽を地域から育てていきたい。そして地域文化に貢
献したい」という地方新聞社の理念と、JTの考えが一つ
になって開催している地方新聞社主催の文化イベントで
す。毎年、全国の各会場に、さまざまな分野で活躍されて
いる著名人を講師としてお招きし、ここでしか聞くことの

できない貴重なエピソードの数々を披露していただいてい
ます。今後の開催予定など、最新情報はホームページをご
覧ください。

　テーブルマーク株式会社は「第44回世界体操選手権
大会（ベルギー・アントワープ　9月30日～10月6日）」を
終え、帰国したばかりの体操日本代表選手団の表敬訪問
を受けました。テーブルマークは2011年から “体操ニッ
ポン”のオフィシャルトップスポンサーになっています。
　体操ニッポンの田中和仁キャプテンが「今の体操ニッ
ポンでは、絶対王者や次世代のエースが切磋琢磨して、今
大会でも各々が力を出し切って活躍することができまし
た」と述べると、テーブルマークの日野三代春社長は「今
大会で活躍された選手の方々はもちろんのこと、残念な
がら思うように実力を発揮できなかった選手の方も、次の
リオデジャネイロ・オリンピック、そしてその次の東京オリ
ンピックでの、一層の活躍を期待しています」と、今後のさ
らなる飛躍に期待を寄せていました。

「今大会のスケジュールは非常
にハードなもので、何度も心が
折れそうになりましたが、その
度に食事面での気分転換、そ
う、テーブルマークの味に助け
られました。今後もご支援、ご
声援のほどをよろしくお願い
いたします」 

体操ニッポン
内村航平選手

6月の田植えに続
き参 加された戸
羽太陸前高田市
長（ 上 ）と、刈り
取った 稲を手 に
笑顔の安 倍昭恵
首相夫人（左）

田んぼはJT本社ビルや東京タワーのすぐ近くという、まさに東京の “ど真ん中”

戸羽陸前高田市長から感謝状が贈呈され、あ
いさつする永田亮子JT執行役員

「JTが提供させていただいた品種のおコメが、
生産者の皆様方のご支援につながったことを
非常にうれしく思います。ただこれはまだ始
まったばかりです。この『たかたのゆめ』が日
本の夢になっていくよう、JTとして支援を続
けていきたいと思っております」

MORI TRUST GARDEN TORA4
所在地／東京都港区虎ノ門 4-1-1
営業期間／〜2014 年 1月下旬（予定）
開館時間／平日10：00〜22：30、土・日・祝日10：00〜22：00
※営業時間・定休日は各施設・店舗により異なります。

http://www.jti.co.jp/knowledge/forum/index.html

※ 主催：有限会社ビッグアップル、後援：岩手県陸前高田市、協力：森トラスト株式会社、伊藤忠商事株式会社、ヤフー株式会社、JT

陸前高田市への復興支援として寄贈した新種米「たかたのゆめ」収穫祭を開催 “体操ニッポン”選手団、
テーブルマークを表敬訪問

検 索検 索JTフォーラム

検 索検 索将棋日本シリーズ

『JTフォーラム』を全国各地で開催中『JTフォーラム』を全国各地で開催中
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スモークレスだからこそ心地よく楽しめる香りとホルダーのバリエー
ションにより、“多彩な味・香りを組み合わせて楽しむ”ブランドとしてリ
ニューアル致しました。今後も、お客様の多様なニーズにお応えできる
よう、新たな価値・満足を継続的に提供してまいります。

担 コ当 メ者 ン ト

JT たばこ事業本部
マーケティング＆セールスグループ

ブランド企画部
内田 啓司

JTグループ商品のご紹介

選んで楽しめる4つの味・香り
 「ゼロスタイル・スティックス」発売！
価格：各300円（詰替用カートリッジ2本入）

新発売！
11月上

旬

「ゼロスタイル・ス
ティックス・ブルー
ミント」「ゼロスタ
イル・スティック
ス・ブラウンフレー
バー」は 専用ホル
ダー付き商品もご
ざいます。

（専用ホルダー1本・詰替
用カートリッジ2 本入／
各 410円）

11

たばこ新商品紹介

　天然メンソールを100％使用した
「メビウス・プレミアムメンソール」の
新たなラインナップとして、日本初

（JT調べ）の “スプレッドフィルター”
を搭載した「メビウス・プレミアムメ
ンソール・スプレッド・8」「メビウス・
プレミアムメンソール・スプレッド・
5」「メビウス・プレミアムメンソール・
スプレッド・ワン・100’s」を、全国で
発売しました。

　2010 年の発売以来、多数のお客
様からご要望をいただいてきたス
ティックタイプの無煙たばこ「ゼロ
スタイル」を、4つの味・香りの「ゼロ
スタイル・スティックス（STIX）」※と
して刷新し、お客様にさらなる“ 選
ぶ楽しみ”をご提案しています。
　「ゼロスタイル・ブルーミント」

「ゼロスタイル・ビターリーフ」をリ
ニューアルし、それぞれ「ゼロスタ
イル・スティックス・ブルーミント」

「ゼロスタイル・スティックス・ブラ
ウンフレーバー」として発売してい

　「メビウス・プレミアムメンソール・
スプレッド」は、JT独自のメンソール
拡散系新フィルター“ スプレッドフィ
ルター”を搭載した、新感覚のメン
ソール商品です。フィルターの口元
に近い部分にレーザーで穴を開ける
ことで、これまでにない立体的な空
気の流れを実現し、これにより、天
然メンソール100％の爽快感が口内
に広がり、たばこの本来の味と香り

との新しい味わいが楽しめます。
　パッケージは、「メビウス・プレミア
ムメンソール」共通の天然メンソール
の結晶から放たれる光をイメージし
たデザインを踏襲しながら、グリーン
イエローを基調としたグラデーション
と、口内に広がるメンソールを抽象化
したマークを記載することで、“ スプ
レッドフィルター”で爽快に広がるメ
ンソールの香りを表現しました。

ます。また今回、新たに「ゼロスタ
イル・スティックス・ピンクフレー
バー」「ゼロスタイル・スティック
ス・グリーンミント」をラインナッ
プに加え、いずれも11月上旬よ
り、東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県の販売店および全国の一
部販売店で発売しました。 
　「ゼロスタイル・スティックス・ブ
ルーミント」は、これまで通り爽快な
ストレートミントを、「ゼロスタイル・
スティックス・ブラウンフレーバー」
は、よりまろやかな甘さとほろ苦さ

がお楽しみいただけます。新たに
発売する「ゼロスタイル・スティック
ス・ピンクフレーバー」は、やさしい
甘さと爽やかな香りを、また「ゼロ
スタイル・スティックス・グリーンミ
ント」は、ほのかな甘さとすっきりミ
ントをお楽しみいただけます。
　パッケージは、商品タイプ名で
ある「スティックス（STIX）」の文
字と専用カートリッジのアイコン
を用い、各銘柄の味・香りを連想
しやすいよう、カラフルなデザイ
ンで表現しました。

 「メビウス・プレミアムメンソール・スプレッド」
3銘柄を全国発売！

ご好評いただいている「メビウス・プレミアムメンソール」シリーズか
ら、メンソールの新たな味わい方をご提案する商品3銘柄を発売しまし
た。「メビウス」はラインナップの拡張等によるブランドエクイティの強
化を通じ進化し続け、グローバルNo.1ブランドを目指してまいります。

担 コ当 メ者 ン ト

JT たばこ事業本部
マーケティング＆セールスグループ

ブランド企画部
小泉 創

※このページは株主の皆さまに事業を説明する目的で作成されたものです。消費者へのたばこの販売促進もしくは喫煙を促す目的ではありません ※「STIX（スティックス）」とは、STICK（スティック）とX（無限大）を掛け合わせた造語です。味・香りとホルダーの多彩な組み合わせにより、お客様に無限の楽しみを提供したいという想いを込めています

新発売！
10月上

旬
日本初の“スプレッドフィルター”搭載！ 香り味わうスモークレス。

メビウス・プレミアムメンソール・
スプレッド・5
タール値：5mg／ニコチン値：0.5mg

価格：各410円（20本入）

メビウス・プレミアムメンソール・
スプレッド・8
タール値：8mg／ニコチン値：0.7mg

メビウス・プレミアムメンソール・
スプレッド・ワン・100’s
タール値：1mg／ニコチン値：0.1mg

＊この図はイメージです
従来製品 スプレッドフィルター

＊この図はイメージです

吸った時に、口の中に天然メン
ソール100％の爽快感が一気
に広がります。

デザイン変更

ゼロスタイル・
スティックス・
ブルーミント

デザイン、味・香り改善

ゼロスタイル・
スティックス・

ブラウンフレーバー 

新商品

ゼロスタイル・
スティックス・
グリーンミント

新商品

ゼロスタイル・
スティックス・

ピンクフレーバー
スプレッドフィルター
　　　　　 ×
天然メンソール100％
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食品新商品紹介飲料新商品紹介 JTグループ商品のご紹介

s愛媛県の恵みが詰まった柑橘
   “きよみ”果汁入りの炭酸飲料
s 期間限定！秋冬仕立ての贅沢なおいしさ

愛媛きよみスパークリング
500mlペットボトル／140円（消費税別）

ルーツ
「AROMA STAGE 
& Coffee」
165gタンブラーショット缶　
115円（消費税別）

ルーツ
「AROMA STAGE 
& Milk」
165gタンブラーショット缶　
115円（消費税別）

担 コ当 メ者 ン ト

愛媛県産の柑橘 “きよみ”を贅沢に味わう炭酸飲料を期間限定
発売しました。みかんの甘みとオレンジの香りを併せ持つ “き
よみ”の、独特で奥深い味わいをお楽しみください。パッケージ
は愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」とコラボレー
ションしました。

sこだわりのブレンドと焙煎、
  充実したコーヒー感
s香る余韻、凝縮の1杯

s柔らかいミルク感が
  惹き立てる、味わい深い
  コーヒー感
s贅沢に和む、まろやかな1杯

JT 飲料事業部 商品開発部　丸山佳那

贅沢三昧 すき焼風肉うどん

s本場さぬきうどんと充実の具材、 
  つゆの一体感

担 コ当 メ者 ン ト

柔らかくジューシーに煮込んだ牛肉の旨
みと、たまねぎの甘さがつゆに溶け込ん
でいる甘辛いすき焼風の肉うどんです。
本場さぬきの手打ちうどんをイメージ
した乱切りで太めのさぬきうどんを、
たっぷりの具と一緒に楽しんでいただ
く贅沢な一品ができ
ました。

テーブルマーク（株） 商品開発部
近添敏和

sうずらの卵とウィンナーを組み合わせて
  サクッとお弁当サイズの串揚げに

1食入／396g

5本入

串揚げ職人
うずら＆ウィンナー串 s生麺のようなもっちりとした食感の

  ノンフライのうどん

5袋入
熟練屋うどん

新発売

新発売新発売



株主の皆さまに、JTグループ企業や事業部をご紹介いたします。

新しい価値の創造に向かって常にチャレンジしている飲料事業部では、「一番
大切な人に飲んでもらいたい」という想いのもと、「お客様においしく、安心して
お召し上がりいただける」商品づくりを進めています。今後も暮らしの源である

「食」の世界を通じて、お客様から支持され続ける存在を目指していきます。

基幹ブランド「Roots（ルーツ）」「桃の天然水」を中心としたブランド力の向上や
コスト競争力の強化に努め、利益創出力の強化の取り組みを推進していきます

　1988年に飲料事業に参画し、これまで「桃の天然水」の大ヒットや、自動販売機の運営会社であるジャパンビバ
レッジやジェイティエースターのグループ化、「Roots」の拡大などを通じて着実に事業成長を果たし、2012年度に
はJT製品販売数量は過去最高を達成しました。将来の事業成長に向けて、「桃の天然水」の育成や「Roots」の新シ
リーズ「アロマステージ」の投入によるブランド強化等を図り、グループへのさらなる利益貢献を目指してまいります。

お客様においしく、安心して飲んでいただける商品づくりを４本柱により取り組んでいます

　安全で高品質の商品を提供していくため、「食の安全（Food Safety）」「食品防御（Food Defense）」「食品品質
（Food Quality）」「フードコミュニケーション（Food Communication）」の４つの柱により、商品開発、製造、流通、
そしてお客様対応等に取り組んでいます。

販売数量は毎年着実な成長を続けています。1988年 飲料事業スタート
1998年  『桃の天然水』大ヒット
2000年 缶コーヒー『Roots』発売 
2011年 モンドセレクション※にて 『Roots アロマブラック』が
 金賞を受賞
2012年 モンドセレクション※にて 『Roots アロマブラック』が
 ２年連続金賞を受賞
2013年 モンドセレクション※にて  『Roots アロマブラック』が
 ３年連続、『桃の天然水』も金賞を受賞

飲料事業部の

この秋、基幹ブランド「Roots」のさらなる
価値向上を図るため、複数企業との大規模
なコラボレーション商品を発売しました。

飲料メーカーとして、商品の企画・開発・
品質保証・食の安全管理・マーケティン
グ・広告販促等を担う。

JT飲料事業部

JT飲料事業部長　松田 剛一

飲料事業部
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飲料事業部
一番大切な人に飲んでもらいたい

沿革 販売数量

JT飲料事業部の販社（メーカーの営業）機能を担うグループ企業。商品に関する
ご意見などを承るお客様相談室や受注を担うカスタマーセンターも有する。

ジェイティ飲料株式会社

自動販売機オペレーション（自動販売機の運営・管理）を担うグループ企業。全国
に展開し、自動販売機オペレーション業界ではシェアNo.1を誇る。

ジャパンビバレッジグループ

ジャパンビバレッジグループと同様に、自動販売機オペレーションを担うグループ
企業。千葉県・茨城県を中心に展開する、同県のリーディングカンパニー。

ジェイティエースターグループ

※ モンドセレクションとは、世界各地にある優れた製品を発掘・顕彰
することを目的に、独立系国際機関としてベルギー政府の主導により
1961年にブリュッセルに設立された国際的な品評機関です。独立専門
家審査員グループによって公正な立場から審査し、評価・表彰した商品を
認定するものです。

ルーツキャラメルコーン
コーヒー味

［製造者］
株式会社東ハト

ルーツハーベスト
コーヒー味

［製造者］
株式会社東ハト

香るラテ
［製造者］
株式会社明治

ルーツ源氏パイ焙煎
コーヒー味

［製造者］
三立製菓株式会社

■JT製品販売数量

ルーツ
フィナンシェ・コーヒー

［製造者］
株式会社サンジェルマン

食の安全
（Food Safety）

食品防御
（Food Defense）

食品品質
（Food Quality）

フードコミュニケーション
（Food Communication）

香ばしいアロマと豊かなコクのある味わ
いを楽しめる「ルーツ アロマブラック」、
こだわりのブレンドと焙煎、充実したコー
ヒー感の「ルーツ AROMA STAGE & 
Coffee」、桃のみずみずしい味わいで、後
味スッキリな「桃の天然水」

※一部商品は期間限定発売のため、終売している可能性があります



JT TOPICS

開幕！2013/14
・プレミアリーグＶ
男女ともに新監督を迎え、 リーグ制覇を目指します！

　バレーボールの国内最高峰リーグ「2013/14V・プレミアリー
グ」。20年目の節目を迎える今シーズンは、女子が11月30日（土）、
男子が12月7日（土）に開幕します。
　JTバレーボールチーム「JTサンダーズ」「JTマーヴェラス」は
昨シーズン、序盤から苦しい戦いを強いられ、中盤から後半にかけ

ては連勝するも突破口が見出せず、ともに8チーム中6位という成
績に終わりました。その雪辱を晴らすため、今シーズンは新監督の
もと新たな体制で戦いに臨みます。長丁場のシーズン、全国各地
で熱戦が繰り広げられますので、ぜひご声援のほどよろしくお願い
いたします。

JT マーヴェラス新監督　尾﨑侯
1971年生まれ、青森県出身。石原昭久前監督のもと2009年よりJTマーヴェラ
スのコーチに就任し、今シーズンからチームの指揮を執る。

新米監督の私も含めて、今シーズンからチームが若手中心となり
ました。経験は少ないですが、新たな気持ちで一生懸命頑張って
いきますので、昨シーズン以上にJTマーヴェラスに熱い声援を
送っていただければと思います。

JT サンダーズ新監督　ヴェセリン・ヴコヴィッチ
1954年生まれ、モンテネグロ出身。トルコリーグの名門ハルク銀行を指揮し、ト
ルコ男子クラブチーム史上初めて欧州大陸連盟杯優勝に導くなど、卓越した指
導力には定評がある。

まずは選手・スタッフ全員が健康で、よいコンディションを維持
できるようにすること。そして、4強進出を果たすことが目標で
す。JTサンダーズは伝統のあるチームだけにプレッシャーがかか
りますが、成果を出さなくてはと考えています。

試合日程や選手・スタッフのプロフィールなどは、

JTマーヴェラス
公式ホームページでチェック！

試合日程や選手・スタッフのプロフィールなどは、

JTサンダーズ
公式ホームページでチェック！
JTサンダーズJTマーヴェラス

JTサンダーズ　 監督ヴェセリン・ヴコヴィッチ

JTマーヴェラス　 監督尾﨑 侯
新

新

JTサンダー
ズ　 監督

ヴェセリン・ヴ
コヴィッチ

JTマーヴェ
ラス　 監督

尾﨑 侯
新

新
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８ 越川優選手
全日本でも活躍するウィングス
パイカーが今シーズン新加入！

16 橋本直子選手
経験豊富な頼れる司令塔が一年
ぶりにJTマーヴェラスに復帰！

7 八子大輔選手
JTサンダーズの歴史に新た
な扉を開く、次世代のエース！

8 ディララ・ビルゲ選手
高さを生かしたスパイクとブロック
が武器のウィングスパイカー！

移籍 新加入! 新加入!
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　2013年に開館30周年を迎え
た『国立歴史民俗博物館』は、
生活史に重点を置きながら、日
本の歴史や文化の中から29の
テーマを選び、総合的に展示・紹
介している国立の博物館です。
　6室ある展示室の中で「旅の
小道具」として、たばこ入れやキ
セル筒などが展示されているの
が、江戸時代の人々の生活や文
化を紹介する第3展示室です。
商業や交通が発達し、多くの人々
が “お伊勢参り”などの旅に出か
けるようになったこの時代。嗜好
品であるたばこや喫煙具は、提
灯や火をつけるための発火器具
などと同様に、旅の必需品の一
つでした。

　同館が収蔵する喫煙具類の
数はおよそ140点。そのほとんど
が、収集された民具の中に含ま
れていた、たばこ入れやたばこ
盆、キセルだといいます。これら
は旅の装束のみならず、江戸の
都市生活を解説するものの一つ
として紹介されています。このこ
とからも江戸時代の人々にとっ
て、喫煙具が欠かすことのできな
い道具であったことが理解でき
ます。
　原始・古代から現代に至るま
での歴史と、日本人の民俗世界
がテーマの同館で、人々の生活
史に欠くことのできなかった嗜好
品について思いをめぐらせてみ
るのも一興です。

国立歴史民俗博物館 庶民の生活に欠かせなかった
民具の一つとして喫煙具を展示

　『国立歴史民俗博物館』に隣接する「佐倉城址公園」は、中世の城郭を原型とし、江戸
時代初期の元和3（1617）年ごろまでに築造された佐倉城跡の中にあります。園内には、
天守閣跡や空堀など、城の遺構が多数残されているほか、千葉県の天然記念物に指定さ
れている樹齢約400年のモッコクや、シイ、カシなどの大木が生息しています。また、梅や
桜、スイレン、アジサイなど、四季折々の花も咲く、美しき自然豊かな公園です。
　ここに隣接して「くらしの植物苑」があります。“食べる” “織る・漉く” “染める” “治す”
“道具を作る” “燃やす”と6つのテーマに分け、人々の生活を支えてきた植物が系統的に
植栽されているため、その理解をより深めることができます。

■国立歴史民俗博物館
所在地／〒285- 8502 千葉県佐倉市城内町117
 JR「佐倉駅」からバス約15分。京成電鉄「京成佐倉駅」からバス約5分、または徒歩約15分
お問い合わせ先／03-5777- 8600（ハローダイヤル）
開館時間／［3月〜9月]9:30〜17:00・［10月〜2月]9:30〜16:30
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
入館料／一般420円、高校生・大学生250円、小学生・中学生無料（20名以上の場合、団体料金あり） 
 ※毎週土曜日は高校生無料　※企画展示は別途料金
http://www.rekihaku.ac.jp/

温 故 知 新

旅の装束として展示されている煙草道具。当時の
人々がキセルを携帯する際にはこうした入れ物
を用いた。

日本橋付近にある江戸橋広小路の江戸時代のに
ぎわいを表したジオラマ。

京成佐倉駅

JR佐倉駅

植物苑
国立
歴史民俗
博物館

●

●

佐倉市役所

佐倉警察署

京成本線至京成上野

至京成成田

東関東自動車道

至東京 至成田

JR総武本線・成田線

佐倉IC

四
街
道
IC

国道
296号

国立博物館入口

国立歴史民俗博物館

千葉県

巾着型の革製のたばこ入れ。1〜6カ月ごとに展
示替えがなされ、喫煙具類が多数展示される時
期もある。
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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。

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

商　　　号 日本たばこ産業株式会社

本社所在地 〒105-8422
 東京都港区虎ノ門二丁目２番１号 JTビル
 TEL.（03）3582-3111（代表）    FAX.（03）5572-1441

所有者別構成比（自己株式を除く）

設　　　立 1985年（昭和60年）4月１日

資　本　金 1,000億円
木村　　宏
小泉　光臣
新貝　康司
大久保憲朗
佐伯　　明
宮崎　秀樹
寺畠　正道
岡　　素之
幸田　真音

中村　　太 
湖島　知高 
上田　廣一
今井　義典

取締役
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
取 締 役 副 社 長
取 締 役
取 締 役
取 締 役

監査役
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監 査 役
監 査 役

 
（コンプライアンス・企画・人事・総務・法務・監査担当）
（医薬事業・飲料事業・加工食品事業担当）
（たばこ事業本部長）
（CSR・財務・コミュニケーション担当）
（たばこ事業本部 マーケティング&セールス責任者）
（コンプライアンス・総務担当）
（企画責任者）
（たばこ事業本部 原料統括部長）
（たばこ事業本部 渉外責任者）
（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 中国事業部長）
（たばこ事業本部 事業企画室長）
（医薬事業部長） 
（医薬事業部 医薬総合研究所長）
（CSR担当）
（人事責任者）
（財務責任者）
（総務責任者）
（法務責任者 兼 法務部長）
（医薬事業部 医薬総合研究所 チーフ サイエンス オフィサー 兼 副所長）
（飲料事業部長）
（コミュニケーション責任者）

執行役員
社 長
副 社 長
副 社 長
副 社 長
副 社 長
専務執行役員
専務執行役員
専務執行役員
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
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

株価の推移 1994年10月27日上場〜2013年10月　当社株価（東証終値、月間）

役 員会社概要

株式の状況

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）

第四次売出
売却価格　2,949円（売却価格決定日　13年3月11日）

※2006年4月1日を効力発生日として1株につき5 株の割合、また、2012年7月1日を効力発生日として1株につき200株の割合で株式分割を実施しました。株価は調整後株価を示しています。

（年）

（円）

2013年9月30日現在

発行可能株式総数 8,000,000,000株

発行済株式の総数 2,000,000,000株
 （自己株式　182,508,188株）

株主数 118,187名

財務大臣
36.70％

外国法人等
39.38％

その他の法人
0.77％

金融機関
17.64％

個人その他
4.40％

証券会社
1.11％

小泉　光臣
新貝　康司
大久保憲朗
佐伯　　明
宮崎　秀樹
飯島　謙二
千々岩良二
岩井　睦雄
村上　伸一
山下　和人
米田　靖之
佐藤　雅彦
川股　篤博
福地　淳一
藤本　宗明
春田　純一
永田　亮子
佐々木治道
見浪　直博
山田　晴彦
廣渡　清栄
大川　滋紀
松田　剛一
前田　勇気


