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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3四半期決算報告

JT NEWS

JTグループ商品のご紹介

2013年海外たばこ事業実績

JT TOPICS

旅路の先で出会う温故知新

第50回
ゴルフ日

本シリー
ズJTカ

ップ開催

2013年海外たばこ事業実績説明会社長兼CEO トーマス・A・マッコイ

旅路の先で出会う温故知新熊本県・瑞鷹（ずい
よう）酒蔵資料館

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

株式の諸手続き 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3四半期

2013年度
第3四半期

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

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3四半期
為替一定ベース

23,680
21,202

23,900

12.7％
19.9％

23.1％6.1％
為替一定ベース

36.3％
25.0％

16.1％2.2％
10.7％

16,084 17,799

4,945 5,053

4,116

5,144

2,637

3,593

5,741

為替一定ベース

当年今回見込
為替一定ベース

6,220 6,600

7,430

前年
実績

当年
今回見込

6,380
5,322

6,320

当年
前回見込

前年
実績

当年
今回見込

4,230

3,436

4,150

当年
前回見込

前年
実績

当年
今回見込

当年
前回見込

前年
実績

当年
今回見込

19.5％

当年
前回見込

6,600

当年
前回見込

7,380

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

全社業績予想に対して順調な進捗

第3四半期実績、業績見込み
　2013年度第3四半期は、海外たばこ事業におけるトップラ
イン（売上収益）成長が堅調に推移し、国内たばこ事業にお
いても、総需要が減少する中、販売数量が前年同期と同水
準で推移したことに加え、円安の影響により、全ての指標で
前年同期を上回り、順調に進捗しています。
　通期の見込みにつきましては、売上収益、営業利益、当期

利益を、主に円安影響によりいずれも上方修正いたしました。
為替一定ベースの調整後EBITDAにつきましては、当初見
込みを据え置いております。
　国内たばこ事業においては、引き続きMEVIUS（メビウス）
を中心とした注力ブランドがシェア伸長を牽引いたしました。
その結果、総需要が減少する中においても、販売数量、自社
たばこ製品売上収益ともに前年同期と同水準を維持しており
ます。
　海外たばこ事業においても、厳しい事業環境が継続する
中、ほぼ全ての主要市場において、着実にシェアを伸長させ
ています。
　医薬事業におきましては、国内で本年1月に弊社が高リン
血症治療剤、鳥居薬品株式会社がスギ花粉症を対象とした
減感作療法薬について、それぞれ製造販売承認を取得しま
した。導出品については、昨年11月にギリアド・サイエンシズ
社が、抗HIV薬「Vitekta（ビテクタ）」について、欧州医薬
品庁より新薬承認を取得しております。

　また、決算発表と同時に、株主総会での承認及び財務大
臣の認可を受けることを条件として、2014年12月期において
決算期の変更を行うことを意思決定した旨、発表いたしまし
た。内外一体となった決算・管理体制の強化・効率化に加
え、経営情報をよりタイムリーかつ的確に開示し、経営の透明
性をさらに高めてまいります。

消費税増税への対応
　次に、本年4月の消費税増税に伴うたばこ製品の小売定
価改定申請についてご説明いたします。
　事業全体として、消費税率の改定に相当する価格転嫁を
実施するとの考え方に基づき、一箱あたり主として10円、もし
くは20円の値上げとする旨の申請を実施いたしました。
　定価改定後も、引き続きお客様からの弊社製品へのご支
持を賜れるよう、販売促進活動及び各ブランドエクイティ強化
に努めてまいります。

2013年度第3四半期決算

通期業績見込第3四半期累計実績
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（百万USドル） （億円）

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

1,000 1,000

2,000 2,000

3,000 3,000

4,000 4,000

5,000 5,000

6,000 6,000

10,000 10,000

8,000 8,000

7,000 7,000

9,000 9,0008,853

3,350
2,660

9,067

3,617 3,507

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
＋2.4％9,067百万ドル

百万
ドル

調整後EBITDA
前年同期比
＋8.0％3,617

円ベース調整後EBITDA
前年同期比
＋31.9％3,507億円

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〜9月実績

海外たばこ事業販売数量実績

1,000

500

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

（億本）

2012年度
第3四半期

3,279

2,025

2013年度
第3四半期

3,112

1,982

0

JTI販売数量

前年同期比 △5.1％
3,112億本

GFB販売数量

前年同期比 △2.1％
1,982億本

MEVIUS（メビウス）を含む注力ブランドが、引き続き力強くシェア伸長を牽引し、販売数量、売上収益と
もに前年同期と同水準となりました。また、円安影響によるコスト増等により、調整後EBITDAは前年同
期比微減となりました。

欧州での景気後退に伴う総需要減少等により、販売数量は減少しましたが、それを上回る堅調な単
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 2.4%成長、調整後 EBITDAは
8.0％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、31.9%と大幅な成長
となりました。シェアについても、ほぼ全ての主要市場において力強く伸長しています。

MEVIUS（メビウス）を含む注力ブランドの貢献により、
シェア伸長が継続

販売数量減少の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9月 2013年9月 増減

フランス 16.9% 20.4% +3.5%pt

スペイン 20.7% 21.3% +0.7%pt

イタリア 21.2% 21.7% +0.5%pt

ロシア 36.5% 36.2% △0.2%pt
（うちGFB＊1シェア） 21.6% 22.8% +1.2%pt

台湾 38.7% 39.5% +0.8%pt

トルコ 25.9% 26.6% +0.6%pt

英国 38.9% 40.5% +1.6%pt

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

1,500

1,000

500

5,500

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

（億円）

2012年度
第3四半期

5,028

2,269

2013年度
第3四半期

5,051

2,244

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 ＋0.5％
5,051億円

調整後EBITDA

前年同期比 △1.1％
2,244億円

国内たばこ事業実績

JT製品及びMEVIUS（メビウス）の市場シェア

（％）

12年
10-12月

13年
1-3月

13年
4-6月

13年
7-9月

13年
10-12月

42.0

44.0

45.0

43.0

59.0

60.0

32.0

33.0

34.0

41.0

31.0

62.0

61.0

30.0

注力ブランドJTシェア MEVIUS（メビウス）シェア

59.6 59.5
60.5 60.7

61.1

31.3 31.4
32.2

32.6 32.8

42.1 42.2
43.0 43.2

43.7

JT販売数量実績
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第3四半期

2013年度
第3四半期

JT販売数量

前年同期比 +0.4％
897億本

0

894 897

JT製品の市場シェア

※%ptは、パーセントポイントの略

56.0

57.0

58.0

59.0

62.0

61.0

60.0

（％）

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

JT市場シェア

前年同期比 ＋1.2％pt
60.8％

59.6
60.8

55.0

※注力ブランド：メビウス、セブンスター、ピアニッシモ

＊1 JTグループのブランドポートフォリオの中核を担う「ウィンストン」「キャメル」「MEVIUS
（メビウス）」「ベンソン・アンド・ヘッジス」「シルクカット」「LD」「ソブラニー」「グラマー」の
8ブランドのこと
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開発名
〈一般名など〉

想定する
適応症/剤形

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 自社品

elvitegravirは自社品、他3成分は導入品
（Gilead Sciences社）

JTT- 851
2型糖尿病/経口 自社品

JTZ-951
腎性貧血 /経口 自社品

JTE- 051 自己免疫・アレルギー疾患/経口 自社品

JTE- 052 自己免疫・アレルギー疾患/経口 自社品

JTE-151 自己免疫・アレルギー疾患/経口 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 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 備考

elvitegravir
（JTK-303）

Gilead Sciences社 （適応：HIV感染症）
単剤：米国 申請中
新規配合錠（elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide） ：Phase3

trametinib
GlaxoSmithKline社 （適応：メラノーマ）

欧州 申請中
（適応：メラノーマ dabrafenib 併用）
欧州 申請中

抗ICOS抗体 MedImmune社

医薬事業　臨床開発品目一覧（2014年1月30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

売上収益につきましては、既導出品の開発進展に伴う一時金収入増や販売拡大に伴うロイヤリティ収入
増、また、鳥居薬品（株）における「レミッチカプセル（血液透析患者における経口そう痒症改善剤）」「ツ
ルバダ配合錠（抗HIV薬）」等の増収により、前年同期比50億円の増収となりました。調整後EBITDAに
つきましては、売上収益の増加等により前年同期より改善しております。

飲料事業においては、「桃の天然水」の伸長により、自社製品の販売数量が増加した一方、自販機販路に
おけるカップ機等の減収等もあり、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（主食）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。

国内外で3品目の新薬※が承認を取得医薬事業
「桃の天然水」が伸長し、自社製品販売数量が増加飲料事業
ステープル（主食）が着実に成長加工食品事業

前回公表時（2013年10月31日）からの変更点
＜自社開発品＞ ・リオナ®錠250mg（JTT-751）につき、国内における製造販売承認を取得（2014年1月17日）
＜導出品＞ ・elvitegravir（JTK-303）につき、Gilead Sciences社が欧州EMAより承認取得を公表（2013年11月18日）
 ・MEK阻害剤trametinib/dabrafenib 併用療法（転移性メラノーマ適応）につき、GlaxoSmithKline社が米国FDAより適応拡大承認取得を公表（2014年1月9日）

※ 国内：当社が高リン血症治療剤、鳥居薬品（株）がスギ花粉症を対象とした減感作療法薬の製造販売承認を取得
 海外：導出先のギリアド・サイエンシズ社が抗 HIV 薬「Vitekta（ビテクタ）」について欧州医薬品庁より新薬承認を取得

（億円）

2012年度
第3四半期

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

200

2013年度
第3四半期

売上収益

売上収益

前年同期比
△17億円

1,427億円

調整後EBITDA

前年同期比
△40億円

65億円100

50

1,550

1,500

調整後EBITDA

売上収益

前年同期比 △131億円
1,188億円

調整後EBITDA

前年同期比 ＋4億円
56億円

水産事業除き
前年同期比 ＋30億円

1,445

105

1,427

65

0

1,200

1,100
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50

40

30

20
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1,400

1,300

売上収益 売上収益（水産事業除き）
（億円）

2012年度
第3四半期

2013年度
第3四半期

1,319

52

1,188

56

0

1,157

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

海外

海外

海外

海外

単剤（国内：申請準備中）

新規配合錠
（elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/
tenofovir alafenamide)

国際共同治験*
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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3四半期末
（2013年12月31日）

増減金額

資産

流動資産 1,213,146 1,426,187 213,040

非流動資産 2,639,421 2,969,644 330,224

有形固定資産 672,316 738,050 65,734
のれん 1,316,476 1,463,570 147,094
無形資産 348,813 362,645 13,832
投資不動産 58,995 47,316 △11,678
退職給付に係る資産 14,825 17,519 2,694
持分法で会計処理されている投資 22,940 109,060 86,121
その他の金融資産 71,781 93,854 22,073
繰延税金資産 133,276 137,631 4,355 

資産合計 3,852,567 4,395,831 543,264

科　　目
前第3四半期

（2012年4月1日
〜2012年12月31日）

当第3四半期
（2013年4月1日

〜2013年12月31日）
増減金額

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,714 316,229 △ 28,485
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 117,696 △ 125,209 △ 7,513
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 271,781 △ 122,944 148,836
現金及び現金同等物の増減額 △ 44,762 68,076 112,838
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 △ 16,459 8,879 25,338
現金及び現金同等物の四半期末残高 343,519 219,668 △ 123,851

科　　目 前年度
（2013年3月31日）

当第3四半期末
（2013年12月31日）

増減金額

負債及び資本
負債
流動負債 1,112,968  1,312,214 199,246  

非流動負債 847,168 770,471 △76,698

負債合計 1,960,137 2,082,685 122,548

資本
親会社の所有者に帰属する持分 1,806,543 2,225,396 418,852

資本金 100,000 100,000 ─
資本剰余金 736,411 736,400 △11
自己株式 △344,573 △344,478 95
その他の資本の構成要素 △155,420 58,222 213,642
利益剰余金 1,470,125 1,675,251 205,126

非支配持分 85,887 87,751 1,863

資本合計 1,892,431 2,313,146 420,716

負債及び資本合計 3,852,567 4,395,831 543,264

※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3四半期

（2012年4月1日
〜2012年12月31日）

当第3四半期
（2013年4月1日

〜2013年12月31日）
増減金額

四半期利益 268,599 365,062 96,463
その他の包括利益 △ 737 212,700 213,437
四半期包括利益 267,862 577,762 309,900

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 262,804 572,346 309,542
非支配持分に帰属する四半期包括利益 5,058 5,417 359
四半期包括利益 267,862 577,762 309,900

（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

現金及び現金同等物並びに棚卸資
産増により、増加しました。

point1  流動資産

社債の短期振替等により、減少しま
した。

point4  非流動負債

円安影響により増加しました。

point5  その他の資本の構成要素

社債の短期振替等により、増加しま
した。

point3  流動負債

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。

point7  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。

point8  営業利益

連結損益計算書

科　　目
前第3四半期

（2012年4月1日
〜2012年12月31日）

当第3四半期
（2013年4月1日

〜2013年12月31日）
増減金額

売上収益 1,608,399 1,779,878 171,479
売上原価 △ 684,104 △ 720,855 △ 36,752
売上総利益 924,295 1,059,023 134,728
その他の営業収益 18,241 49,392 31,152
持分法による投資利益 2,649 890 △ 1,759
販売費及び一般管理費等 △ 533,610 △ 594,879 △ 61,269

営業利益 411,575 514,427 102,851
金融収益 3,370 4,776 1,406
金融費用 △ 23,042 △ 14,725 8,317

税引前四半期利益 391,904 504,478 112,574
法人所得税費用 △ 123,305 △ 139,416 △ 16,111

四半期利益 268,599 365,062 96,463

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 263,695 359,289 95,595
非支配持分に帰属する四半期利益 4,904 5,773 869
四半期利益 268,599 365,062 96,463

※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）

ロシア大手物流会社への出資によ
る支出があり、減少しました。

point9  投資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。

point2  のれん

当期利益の計上により増加しました。

point6  利益剰余金 社債の償還による支出、長期借入金
の返済が相対的に減少したことから、
増加しました。

point10 財務活動によるキャッシュ・フロー
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JT NEWS

＊1 JTグループのブランドポートフォリオの中核を担う「ウィンストン」「キャメル」「MEVIUS（メビウス）」「ベンソン・アンド・ヘッジス」「シルクカット」「LD」「ソブラニー」「グラマー」の8ブランドのこと
＊2 味・香りが軽くなることにより本製品の健康に及ぼす影響が小さくなるものではありません
※このページは株主の皆さまに事業をご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

たばこ新商品紹介

セブンスター・リアルリッチ
セブンスター・リアルスモーク

※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

セブンスターから“芳醇”と“濃厚”を、それぞれ極めた2銘柄同時発売！

価格：各440円（20本入）　タール値：14mg　ニコチン値：1.2mg

新発売
誕生から一周年

グローバルNo.1プレミアムブランドを目指して

　昨年2月、旧名「MILD SEVEN」よりブランド名称を変
更した「MEVIUS」が誕生してから一周年を迎えました。
　JTは、「MEVIUS」をグローバル・フラッグシップ・ブラ
ンド＊1の一つとして位置付けており、積極的な投資拡大に
よるブランドエクイティの強化を図ることで、これからもお
客様に新たな価値・満足を継続的に提供してまいります。

　1969年の発売以降、味・香り・デ
ザインともに独自の価値を貫き続
け、多くのお客様からご支持をいた
だいている国内屈指のメジャーブラ
ンド「セブンスター」から、「セブン
スター・リアルリッチ」と「セブンス
ター・リアルスモーク」の2銘柄を、

2013年12月上旬より、全国で発売し
ました。
　 「セブンスター・リアルリッチ」は、
厳選された葉たばこから良質なうま
さを引き出すことで、雑味の少ない
豊かで芳醇な味・香りを実現。「セ
ブンスター・リアルスモーク」は、葉

たばこの持つ特徴を最大限活かす
ことで、キレのある濃厚な煙量感を
実現しています。
　「セブンスター」の “しっかりとし
た吸い応え・深い味わい”を踏襲し
つつ、“芳醇”と“濃厚”をそれぞれ
極めた商品です。

お客様の期待値を超える味わいで、新たな価値をご提供したいという想いから、
“芳醇”と“濃厚”という二つのコンセプトを基に開発した、オリジナルの「セブン
スター」と肩を並べるにふさわしい、こだわり抜いた商品です。「セブンスター・リ
アルリッチ」と「セブンスター・リアルスモーク」の発売を含め、これまで以上に
お客様にご満足いただける品質・サービスの向上に努めてまいります。

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
葛城 憲治

芳醇な香りと深みあるイメージを、セブン
スターのデザインをベースに、深みのある
赤を基調とした上品な色合いで表現。

★芳醇な味・香り
セブンスター・リアルリッチ

豊かな煙量感をインパクトある香ばしい味
わいとともに楽しんでいただけるイメージ
を、黒を基調とした力強い色合いで表現。

★濃厚な味・香り
セブンスター・リアルスモーク

JTグループ商品のご紹介

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・ボックス 10mg 0.8mg

メビウス・ライト・ボックス 8mg 0.7mg

メビウス・スーパーライト・ボックス 6mg 0.5mg

メビウス・エクストラライト・ボックス 3mg 0.3mg

メビウス・ワン・ボックス 1mg 0.1mg

天然メンソール100%使用、口の中で鮮やかに広がる透き通った爽快感
商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・8 8mg 0.7mg

メビウス・プレミアムメンソール・5 5mg 0.4mg

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・ワン 1mg 0.1mg

メビウス・プレミアムメンソール・ワン・100's 1mg 0.1mg

フィルター部分の “香りチェンジカプセル”をつぶすと軽やかに広がる華やかな香りに
商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・オプション・8 8mg 0.7mg

メビウス・プレミアムメンソール・オプション・5 5mg 0.5mg

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・オプション・ワン・100’s 1mg 0.1mg

日本初の “スプレッドフィルター”を搭載し、これまでにない立体的な空気の流れを実現
商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・スプレッド・8 8mg 0.7mg

メビウス・プレミアムメンソール・スプレッド・5 5mg 0.5mg

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・プレミアムメンソール・スプレッド・ワン・100’s 1mg 0.1mg

スタイリッシュな低臭気ラインを統合し、味・香りはそのままにメビウス・モードへ
商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・モード・6 6mg 0.5mg

メビウス・モード・ワン・100’s 1mg 0.1mg

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・モード・スタイルプラス・6 6mg 0.5mg

メビウス・モード・スタイルプラス・ワン 1mg 0.1mg

“福岡県、長崎県、佐賀県限定で新発売”

しっかりとした吸い応えと味わいが楽しめる1mg タール可変フィルターにより、味・香りがさらに軽くなる1mg＊2

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・インパクト・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg

商品名 タール値 ニコチン値

メビウス・コントロール・ワン 1mg 0.1mg
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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桃の果汁をぜいたくに使用した大人の炭酸飲料
s桃のやさしい味わいが、忙しい日常に
　至福のひとときを提供します

桃の天然水あ・ら・ご・し
SPARKLING（スパークリング）
410mlペットボトル／140円（消費税別）

ルーツ エクスプローラー
旨苦 ハードロースト
185g缶／115円（消費税別）

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）

担 コ当 メ者 ン ト

桃と天然水で仕上げたみずみずしいおいしさを提供する「桃の
天然水」ブランドから、桃の濃厚な味わいを楽しめる炭酸飲料
を期間限定で発売しました。桃本来の味わいをいかすため、混
濁果汁をぜいたくに使用し、天然水と微炭酸でさわやかな飲み
口に仕上げています。ぜひお試しください！

s超深煎り焙煎により
　“苦い”は“旨い”を追求
sワイルドな大人の
  男のためのコーヒー

s甘く香ばしいアロマと
   豊潤なコク
sホット専用！無糖ブラック
  ボトル缶コーヒー

フレンチトースト

sふんわりバニラ風味の
   こだわりのパン生地
s“ゆるふわ”食感の驚きのおいしさ

担 コ当 メ者 ン ト

人気のフレンチトーストがテーブルマー
クから新発売です。こだわりのパン生
地に、バニラ風味のアパレイユを丁
寧に浸み込ませて、ふんわりと焼き
上げました。レンジで温めるだけで
“ゆるふわ”食感が楽し
めるごちそうスイーツ。
驚きのおいしさです。

テーブルマーク（株） 商品開発部
村上菜摘

s冷めてもやわらか、香ばしく焼き上がった  
  ハンバーグ
sニンジン、コーン、パセリも入った
  彩り豊かなポテトサラダ

2枚入／メープル入りシロップ付き

5個入／150g

ポテトサラダの入った
ハンバーグ

s独自のノンフライ製法で生麺のような
  もっちりとした食感をさらに追求

5袋入／1袋95g（めん70g）
熟練屋 うどん

新発売

新発売

JT 飲料事業部 商品開発部　米山文子
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2014年1月31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「2013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トー
マス・A・マッコイ（Thomas A. 
McCoy）社長兼CEO、寺畠正
道・副CEO及びローランド・コス
タントス（Roland Kostantos）
CFOが2013年の実績について
説明しました。プレゼンテーショ
ンの要約は以下の通りです。

■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/release/index.html

　JTインターナショナル（以下、JTI）は、総需要の減少
の背景が、販売数量にも影響を及ぼす厳しい事業環境
下においても、2013年も引き続き力強い利益成長を達
成いたしました。
　総販売数量は、大幅な総需要減を主因に減少しま
したが、グローバル・フラッグシップ・ブランド（以下、
GFB）販売数量は前年度並みに推移しました。この厳し
い環境下においても、GFBは底堅いブランド力をあらた
めて発揮しています。
　販売数量が減少する中、為替一定ベースの自社たば
こ製品売上収益は6. 1%成長いたしました。この力強い

トップライン（売上収益）成長は、着実な値上げと、ほ
ぼ全ての主要市場における市場シェアの伸長が牽引し
ました。
　また、収益基盤の拡充についても、重要な戦略の一
つとして継続して取り組んでいます。これらにより、為替
一定ベースの調整後EBITDAは11. 3%成長と、二桁成
長を引き続き達成することができました。
　シェアについても、多くの市場において総需要が大幅
に減少する厳しい事業環境の中、ほぼ全ての主要市場
において市場シェアを伸長させ、堅調なモメンタムを継
続しました。

着実な値上げと、ほぼ全ての主要市場における
市場シェアの伸長が牽引し、力強い利益成長を達成

2013年 増減

フランス 20.1% +2.7%pt

イタリア 21.6% +0.2%pt

ロ シ ア 36.3% △0.1%pt

スペイン 21.5% +0.7%pt

台　  湾 39.4% +0.5%pt

ト ル コ 26.7% +0.4%pt

英　  国 40.7% +1.3%pt

■主要市場のシェア（紙巻たばこ、手巻きたばこ）

出展：ACニールセン、Logista、Altadis JTI推定より。12カ月移動平均

数量効果2012年実績

（単位：百万USドル）

（単位：百万USドル）

単価/商品構成 2013年為替
一定ベース

11,655 △376

＋1,083 12,362

4,145 △287

＋1,066

4,614

数量効果 その他2012年実績 単価/商品構成 2013年為替
一定ベース

△311

6.1％

11.3％

数量効果2012年実績

（単位：百万USドル）

（単位：百万USドル）

単価/商品構成 2013年為替
一定ベース

11,655 △376

＋1,083 12,362

4,145 △287

＋1,066

4,614

数量効果 その他2012年実績 単価/商品構成 2013年為替
一定ベース

△311

6.1％

11.3％

■自社たばこ製品売上収益（1-12月期）

■調整後EBITDA（1-12月期）

プレゼンテーションを行うトーマス・A・マッコイ社長兼CEO

ローランド・コスタントス CFO

2013年（1-12月）実績速報

　2014年も厳しい事業環境が継続すると想定してい
ます。しかしながら、JTグループの経営理念である4S
モデルに沿った、我々のコアとなる戦略に変更はあり
ません。引き続き、プレゼンスの限定的な市場への投
資、新たな市場への参入機会の探索、また「Emerging 
Product」カテゴリーにおけるプレゼンスと知見の拡大
に努めてまいります。加えて、ブランドエクイティの強化
と値上げ機会の追求を通じたトップライン成長にも注力
し、2014年も為替一定ベース調整後EBITDAの二桁成
長を目指します。

2013年
海外たばこ
事業実績
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　JTIは、バランスの取れた競争力あるブランドポートフォ
リオを有しています。我々のポートフォリオは、紙巻たばこ、
Fine Cut、Emerging Productの3カテゴリーを網羅し、お
客様の多様なニーズにお応えできる構成となっています。
　紙巻たばこカテゴリーにおいては、GFBはウィンスト
ン、キャメル、MEVIUS（メビウス）、 LDを中心に全ての
価格帯を網羅しています。ポートフォリオの力を最大限
に発揮するため、ウィンストンを中心に据えて展開するこ
とを戦略としています。ウィンストンより上位の価格帯に
MEVIUS（メビウス）、キャメルを、下の価格帯にはLD
を配置することによって、成熟市場におけるダウントレー
ディングと新興市場におけるアップトレーディングの双方
に対応可能なポートフォリオを構築しています。

　 先 述 の GFB に は、「 ウィンストン」「 キャメル」
「MEVIUS（メビウス）」「ベンソン・アンド・ヘッジス」
「シルクカット」「LD」「ソブラニー」「グラマー」の 8 銘

　Fine Cutカテゴリーにおいては、Gryson社の買収に
より、強力なポートフォリオがさらに強化され、各価格帯
を網羅したものとなっています。
　また、Ploom＊1の市場投入により、Emerging Product
カテゴリーにおいて、たばこベイパー（Vapor）＊2という
選択肢をお客様に提供することが可能となりました。
Ploomは現在、オーストリア、イタリア、韓国、そして日本
で展開しており、効果的なコミュニケーションと製品展
開により、お客様および販売店様からのご支持をいた
だいております。今後も、Ploom社とのパートナーシッ
プを強化するとともに、新たな機会を内外問わずに探
索し、Emerging ProductカテゴリーにおけるNo.1プレ
イヤーを目指してまいります。

柄があり、質の高いトップライン成長を牽引していま
す。ここでは、3 つのブランドにおける2013 年の販売
動向を紹介します。

全ての価格帯、カテゴリーを網羅する競争力あるポートフォリオ ブランド紹介

2013年 海外たばこ事業実績

＊1 2011年12月に提携を行ったPloom社と共同開発。たばこ葉が詰まった専用の「たばこポッド」を、
 火をつけることなく電気を用いて加熱することで、たばこの味・香りを楽しむたばこ用具
＊2  ニコチンなどのたばこ由来成分のほか、プロピレングリコール、グリセリン、水分、香料等を含む蒸気のこと

GFB
（グローバル・フラッグシップ・ブランド） Fine Cut

Emerging Products
（新カテゴリー）

一般的に、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

一般的に、お客様が器具と筒状の巻紙
を用いて紙巻たばこを作製するための
刻みたばこ

ウィンストン

　ウィンストンはJTIの販売数量に最も貢献しているブランドです。引き
続き、数量成長、市場シェア伸長を達成し、世界No.2ブランドとしての地
位をさらに強固なものとしました。最大市場であるロシアとトルコを含む
27市場において、過去最高となる市場シェアを獲得しました。

市場シェア 2013年 前年比	

ウィンストン 7.7% ■■+0.5 %pt

フランス 6.9% ■■+0.3 %pt

イタリア 8.6% ■■+0.4 %pt

ロシア 14.3% ■■■■■■■■+1.6 %pt

トルコ 16.2% ■■+0.4 %pt

ウクライナ 10.3% ■■■■■■+1.0 %pt

市場シェア 2013年 前年比

キャメル 2.4% ■+0.1 %pt

フランス 7.3% ■+0.2 %pt

イタリア 9.8% ■+0.2 %pt

オランダ 7.7% ■■■■■■+1.0 %pt

ポーランド 2.5% ■■+0.4 %pt

スペイン 6.5% ■■+0.3 %pt

市場シェア 2013年 前年比

LD 4.4% ■+0.2 %pt

ハンガリー 6.2% ■■■■■■■■■■+1.8 %pt

カザフスタン 10.3% ■■■■■■■+1.3 %pt

ポーランド 11.6% ■■■■■■■■■■+1.8 %pt

トルコ 3.5% ■■+0.4 %pt

ウクライナ 3.6% ■■■ +0.6 %pt

LD

　高品質ながらも値頃感のあるLDは、我々のポートフォリオの中で販売
数量が第2位のブランドです。ロシアでの総需要減少と中価格帯におけ
る競争激化の影響を受け、販売数量はわずかながら減少しましたが、ロ
シアを除いたベースでは、11.0%と力強く数量成長しました。

キャメル

　昨年は、キャメル100周年記念として、さまざまな取り組みを世界の78
市場において展開いたしました。
　多くのメイン市場において、総需要の減少やダウントレーディングの影
響を受ける中、シェア伸長を達成し、底堅い実績となりました。

出展:JTI推計、Nielsen, Logista（紙巻たばこ、Fine Cutを含むシェア）

出展:JTI推計、Nielsen, Logista（紙巻たばこ、Fine Cutを含むシェア）

出展:JTI推計、Nielsen（紙巻たばこ、Fine Cutを含むシェア）
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JT TOPICS 第50回大会レポート

　2013年度男子ゴルフツアーの国内最終
戦、「ゴルフ日本シリーズJTカップ」。記念す
べき50回目の大会が、昨年12月5日から4
日間にわたり、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、そして日本選手権と並ぶ4
大メジャーと称される本シリーズは、今回より
出場選手枠を国内ツアー優勝者、国内ツアー
参加メンバーで指定の海外ツアーの優勝者、
賞金ランキング上位者の計30名に拡大し、
2013年最強のゴルファーが結集。文字通り
“最高峰”の戦いを繰り広げました。

宮里選手の妹、宮里藍選手も熱い
声援を送り続けた

参加選手たちの胴上げで祝福され
る宮里選手

名物18番ホールのホー
ルインワン賞には、賞
金のほかに副賞として

「ルーツ アロマブラッ
ク」1年分を提供

JTカップを彩った選手たち

呉阿順選手（中国）
首 位と3 打 差 の
10アンダー、堂々
の2 位 で 今 後に
弾みをつけた

2位
山下和宏選手
自 身、JTカップ
で 2 度 目と なる
ベストスコア賞を
受賞！

4位
谷原秀人選手
東北福祉大学の
後 輩でもある宮
里選手の優勝を
間近で見届けた

3位
藤田寛之選手
JTカップ4連 覇
の期待もむなしく
6 年 ぶりの 年 間
未勝利となった

8位
毎年ご好評をいただいている憩いのコーナー「JTプラザ」では、JT商品の販
売やクイズラリー、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。今年も大会期間中、たくさんのギャラリーの方々
でにぎわいました。

今回も大盛況！JTプラザ
プロ11年目、宮里優作選手がツアー初優勝！

　その瞬間、大きな体が膝から崩れ落
ち、大粒の涙が幾度となく頬をつたった
――。熱戦を制したのは、プロ11年目で
メジャー初制覇となった宮里優作選手。
初日から好調をキープし、通算13アン
ダーをマーク。これまで何度も逃してき

た念 願のツアー
初優勝を飾りまし
た。2位と3打差、
ダブルボギーでも
宮里選手の優勝
が決まる最終日の

18番ホール。ティーショットをグリーン左
奥のラフに落とすと、2打目はグリーンを
オーバーして反対側のラフへ。初優勝へ
の重圧からか、厳しい寒さのせいか。な
かなかショットが定まらない宮里選手に
訪れたその瞬間は、ボールが冬空にゆる
やかな弧を描き、最高の “チップイン”と
いう形での劇的なホールアウトでした。
応援に駆け付けた家族と喜びを爆発さ
せ、参加選手たちからは胴上げのプレゼ
ントも。「自分の勝ち方がまだはっきりと
分かっていない。まずは2勝目が大事」と
前を見た宮里選手の次のステージに期待
が高まります。

JTの小泉 光臣社長よりJT
カップを授与

激闘!!熱戦！
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　慶応3（1867）年に創業した
老舗の酒造会社「瑞

ずいよう

鷹」は、かつ
てたばこの製造も手掛けていま
した。全国で見ても“ 酒”と“ た
ばこ”という二つの嗜好品を一カ
所で同時に製造・販売していた
のは非常に稀です。そんな「瑞
鷹」の「酒蔵資料館」では、酒
造り等に使用していた蔵を用い
て、同社の歴史やかつての資料
を保存・展示しています。
　「瑞鷹」は明治29（1896）年か
ら、「煙草専売法」が施行される
明治37（1904）年までの8年間、
酒造りと並行して刻みたばこを
中心に製造していました。その

後、大蔵省専売局から場外作
業担当人として依頼を受け、専
売局が販売する刻みたばこの
委託製造を行います。さらに昭
和6（1931）年まで、たばこを小
売人に卸す元

もとうりさばきにん

売捌人の業務も
行っていました。
　明治期の日本国内には1, 500
社以上のたばこ会社があったと
いわれます。しかし専売制施行
から100年以上が経過した現
在、これらの資料は数少なくほ
とんど残されていません。「瑞
鷹」に残された資料は、老舗だ
からこそ残すことができた貴重
なものなのです。

瑞
ず い よ う

鷹酒蔵資料館 “酒”と“たばこ”を同時に製造
老舗酒造会社に残る貴重な資料

　「瑞鷹」がある熊本市川尻は、緑川水系を中心とした水路が発達していることから商業が盛ん
な町として発展し、肥後熊本藩の物流集積地でした。近隣に位置する加勢川の河口には、船着場
の遺構や年貢米を保管した御蔵などがあり、町全体が藩政時代の雰囲気を伝えています。「瑞鷹」
には「酒蔵資料館」以外に「東

とうひたいしょうぐら
肥大正蔵」という展示館があり、市販されていない焼酎の試飲や

計り売りのほか、熊本の清酒「赤酒」に関する資料も展示されています。またご当地キャラクター
「くまモン」をあしらったカップ酒は、手軽なお土産品として人気を呼んでいます。「東肥大正蔵」は
「くまもと工芸会館」とも隣接し、ここで行われる工芸品の展示・実演を通して、川尻に息づく伝統
の技に触れることもできます。

■ 瑞鷹酒蔵資料館
所在地／〒861- 4115 熊本県熊本市南区川尻四丁目6番67号 
　　　　JR鹿児島本線「川尻駅」から徒歩15分、
　　　　産交バス「川尻方面」（国町行きほか）「川尻町」下車徒歩2分
お問い合わせ先／096-357-9671
開館時間／不定期開館※見学には事前予約が必要
入館料／無料
http://www.zuiyo.co.jp/

温 故 知 新

社名にもなってい
る「 瑞 鷹」は清 酒
の銘柄名だが、刻
みたばこの銘柄名
としても使用され
ていた

「酒蔵資料館」や「瑞鷹」本蔵の近くには、西南戦
争時に薩摩軍の本営となった「南洲翁本営跡」が
ある

瑞鷹
東肥蔵

瑞鷹
酒蔵資料館

至
熊
本

至
熊
本

至天明

至
八
代

至
八
代

川
尻
駅

国
道
３
号
線

旧
国
道
３
号
線

加
勢
川

川尻本蔵
瑞鷹

熊本県

酒蔵資料館に残されている看板。5種の刻みた
ばこの銘柄とパッケージがあしらわれている。

「大島屋」は「瑞鷹」の元来の屋号

瑞鷹
梅酒くまもとカップ
330円（消費税別）
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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〜2014年1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12月31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　182,459,700株）

株主数	 116,723名

財務大臣
36.69％

外国法人等
40.17％

その他の法人
0.78％

金融機関
17.20％

個人その他
4.28％

証券会社
0.87％

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


