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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益
四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第1四半期 581,505 6.2 178,368 11.4 174,699 11.7 124,602 9.3 124,110 9.1 230,570 △5.2

2021年12月期第1四半期 547,366 5.3 160,129 24.2 156,342 35.8 114,039 31.3 113,786 31.7 243,127 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年12月期第1四半期 69.94 69.91
2021年12月期第1四半期 64.13 64.10

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

１株当たり親会社
所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年12月期第1四半期 5,747,354 2,983,147 2,905,828 50.6 1,637.49
2021年12月期 5,774,209 2,886,081 2,809,258 48.7 1,583.10

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年12月期 － 65.00 － 75.00 140.00
2022年12月期 －
2022年12月期（予想） 75.00 － 75.00 150.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,315,000 △0.4 534,000 7.0 356,000 5.2 200.62

（％表示は、対前年同四半期増減率又は対前期増減率）

為替一定ベースの調整後営業利益

2022年12月期第1四半期（累計）
百万円

186,114

％

4.5

通期（予想）
百万円
635,000

％

4.0

決算に関する詳細情報については、当社ウェブサイト（https://www.jti.co.jp/investors/index.html）に掲載して

おります本日公表の決算説明会資料等をご覧ください。

１．2022年12月期第1四半期の連結業績（2022年1月1日～2022年3月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年1月1日～2022年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

〔追加情報〕為替一定ベースの調整後営業利益の成長率
当社グループは、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率における、中長期に亘る年平均mid to high single digit成長を全社利益目標としており、その達
成を目指してまいります。なお、2022年2月14日に公表した「経営計画2022」の期間（2022年12月期～2024年12月期)においては、年平均mid single digit成長
を想定しております。

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
当社グループは、当社が適用する会計基準であるIFRSにおいて定義されていない非GAAP指標を追加的に開示しております。非GAAP指標は、当社グルー
プが中長期的に持続的な成長を目指す上で、各事業運営の業績を把握するために経営管理にも利用している指標であり、財務諸表の利用者が当社グルー
プの業績を評価する上でも、有用な情報であると考えております。本指標については「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項　（２）」をご
覧ください。
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①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年12月期1Ｑ 2,000,000,000株 2021年12月期 2,000,000,000株

②  期末自己株式数 2022年12月期1Ｑ 225,432,376株 2021年12月期 225,475,301株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期1Ｑ 1,774,562,503株 2021年12月期1Ｑ 1,774,254,698株

  ※注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  IFRSにより要求される会計方針の変更    ：有

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無

（注）詳細は、添付資料「１．サマリー情報に関する事項　（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1)本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提及び仮
定に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、当社としてその実現を約束する趣旨のもので
はありません。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想等のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料「将来に関する記述等
についてのご注意」をご参照ください。

(2)当社グループは、当社が適用する会計基準であるIFRSにおいて定義されていない非GAAP指標を追加的に開示しております。非GAAP指標
は、当社グループが中長期的に持続的な成長を目指す上で、各事業運営の業績を把握するために経営管理にも利用している指標であり、財
務諸表の利用者が当社グループの業績を評価する上でも、有用な情報であると考えております。

調整後営業利益
営業利益（損失）から買収に伴い生じた無形資産に係る償却費、調整項目（収益及び費用）を除いた調整後営業利益を開示しております。
調整項目（収益及び費用）はのれんの減損損失、リストラクチャリング収益及び費用等です。また、為替一定ベースの調整後営業利益も追
加的に開示しております。当社グループは、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率における、中長期に亘る年平均mid to high single 
digit成長を全社利益目標としており、その達成を目指してまいります。為替一定ベースとは、たばこ事業における当期の調整後営業利益か
ら、前年同期の為替レートを用いて換算・算出した為替影響及び一定の方法を用いて算出した一部市場のインフレに伴う利益の増加分を除
いたものです。
なお、当社グループは、超インフレ経済下にある子会社の財務諸表について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」（以下、
IAS第29号）に定められる要件に従い、会計上の調整を加えておりますが、為替一定ベースの調整後営業利益にはIAS第29号の影響は含めて
おりません。
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IFRS 新設・改訂の概要

IFRS第３号 企業結合 参照する概念フレームワークのバージョン変更に対応した改訂

IFRS第９号 金融商品
金融負債の認識の中止に関する10％テストに含めるべき手数料

及びコストの明確化

１．サマリー情報に関する事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前年度に係

る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。

なお、当第１四半期の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

（会計方針の変更）

当社グループが当第１四半期より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。

上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。

（２）直近に公表されている業績予想からの修正
該当事項はありません。

（ロシア・ウクライナ情勢について）

当社は、昨今のロシア・ウクライナ情勢を踏まえ、ロシア市場における当社グループの全ての新規の投資及びマー

ケティング活動等を停止することとし、それに基づく対応を実施してまいりました。また、事態の長期化等により、

当社グループによる安定的かつ持続的な事業運営に著しい支障が生じる蓋然性を踏まえ、ロシア市場におけるたばこ

事業の運営のあり方について、当社グループ経営からの分離を含めた選択肢の検討を行っております。

　現時点において、今後の見通しや業績への影響については合理的に見積ることができません。今後、開示すべき内

容が生じた場合には、速やかに開示してまいります。

（新型コロナウイルス感染拡大について）

新型コロナウイルス感染拡大により、引き続きいずれの事業につきましても、各国の行政や当局からの方針・指示

を踏まえ、事業を行っておりますが、現時点において事業継続に支障はありません。

今後も、新型コロナウイルス感染拡大による影響については、為替の動向及び各国の行政や当局の対応とともに注

視・精査が必要です。新型コロナウイルス感染症の収束時期や将来的な影響を現時点で見通すことは困難であり、今

後の状況によっては当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループの業績予想に修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。
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（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） 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、お客様の嗜好・行動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
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前年度
(2021年12月31日)

当第１四半期
(2022年３月31日)

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 721,731 655,260

営業債権及びその他の債権 456,587 445,368

棚卸資産 563,182 583,431

その他の金融資産 17,254 35,228

その他の流動資産 562,034 524,756

小計 2,320,789 2,244,043

売却目的で保有する非流動資産 500 1,496

流動資産合計 2,321,289 2,245,540

非流動資産

有形固定資産 755,843 760,139

のれん 2,060,965 2,102,765

無形資産 307,152 297,001

投資不動産 4,985 4,931

退職給付に係る資産 53,177 58,843

持分法で会計処理されている投資 41,721 40,116

その他の金融資産 108,658 112,425

繰延税金資産 120,419 125,595

非流動資産合計 3,452,920 3,501,815

　 　

資産合計 5,774,209 5,747,354

２．要約四半期連結財務諸表
（１）要約四半期連結財政状態計算書
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前年度
(2021年12月31日)

当第１四半期
(2022年３月31日)

百万円 百万円

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 555,777 483,795

社債及び借入金 142,901 162,515

未払法人所得税等 30,794 49,970

その他の金融負債 28,342 39,660

引当金 24,858 30,698

その他の流動負債 717,653 611,657

流動負債合計 1,500,326 1,378,294

非流動負債

社債及び借入金 775,721 799,954

その他の金融負債 43,885 44,824

退職給付に係る負債 296,176 276,074

引当金 22,867 20,999

その他の非流動負債 179,195 172,749

繰延税金負債 69,959 71,313

非流動負債合計 1,387,803 1,385,913

　 　

負債合計 2,888,128 2,764,207

資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 736,400 736,400

自己株式 (490,899) (490,806)

その他の資本の構成要素 (400,086) (314,668)

利益剰余金 2,863,843 2,874,902

親会社の所有者に帰属する持分 2,809,258 2,905,828

非支配持分 76,823 77,319

資本合計 2,886,081 2,983,147

　 　

負債及び資本合計 5,774,209 5,747,354
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 前第１四半期
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

百万円 百万円

売上収益 547,366 581,505

売上原価 (216,602) (231,280)

売上総利益 330,764 350,224

その他の営業収益 2,409 2,616

持分法による投資利益 558 816

販売費及び一般管理費等 (173,603) (175,288)

営業利益 160,129 178,368

金融収益 3,538 5,150

金融費用 (7,325) (8,819)

税引前四半期利益 156,342 174,699

法人所得税費用 (42,303) (50,097)

四半期利益 114,039 124,602

　 　

四半期利益の帰属

親会社の所有者 113,786 124,110

非支配持分 252 492

四半期利益 114,039 124,602

　 　

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 64.13 69.94

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 64.10 69.91

 前第１四半期
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

百万円 百万円

営業利益 160,129 178,368

　買収に伴い生じた無形資産に係る償却費 16,270 16,267

　調整項目（収益） (1,329) (1,142)

　調整項目（費用） 3,021 1,388

調整後営業利益 178,091 194,881

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

　営業利益から調整後営業利益への調整表
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 前第１四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日

  至 2022年３月31日)

百万円 百万円

四半期利益 114,039 124,602

その他の包括利益

純損益に振り替えられない項目

その他の包括利益を通じて測定する金融資産の

公正価値の純変動
999 420

確定給付型退職給付制度の再測定額 11,793 20,055

純損益に振り替えられない項目の合計 12,791 20,474

後に純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 116,617 84,605

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の

有効部分
(320) 889

後に純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 116,297 85,494

税引後その他の包括利益 129,088 105,968

四半期包括利益 243,127 230,570

　 　

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 242,441 229,669

非支配持分 686 902

四半期包括利益 243,127 230,570

要約四半期連結包括利益計算書
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権
在外営業活動
体の換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジの公正価値
の変動額の有

効部分

その他の包括
利益を通じて
測定する金融
資産の公正価
値の純変動

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年１月１日　残高 100,000 736,400 (491,507) 1,252 (614,374) 122 7,224

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － 116,195 (320) 996

四半期包括利益 － － － － 116,195 (320) 996

自己株式の取得 － － (0) － － － －

自己株式の処分 － － 45 (26) － － －

配当金 － － － － － － －

支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動

－ － － － － － －

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

－ － － － － － －

その他の増減 － － － － － (46) －

所有者との取引額等合計 － － 45 (26) － (46) －

2021年３月31日　残高 100,000 736,400 (491,462) 1,226 (498,180) (244) 8,221

（３）要約四半期連結持分変動計算書

- 8 -

日本たばこ産業㈱（2914） 2022年12月期 第1四半期決算短信



親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計確定給付型退
職給付制度の

再測定額
合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年１月１日　残高 － (605,776) 2,783,718 2,522,834 76,660 2,599,495

四半期利益 － － 113,786 113,786 252 114,039

その他の包括利益 11,783 128,654 － 128,654 434 129,088

四半期包括利益 11,783 128,654 113,786 242,441 686 243,127

自己株式の取得 － － － (0) － (0)

自己株式の処分 － (26) (19) 0 － 0

配当金 － － (136,617) (136,617) (682) (137,299)

支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動

－ － (1) (1) － (1)

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

(11,783) (11,783) 11,783 － － －

その他の増減 － (46) － (46) － (46)

所有者との取引額等合計 (11,783) (11,855) (124,854) (136,664) (682) (137,347)

2021年３月31日　残高 － (488,977) 2,772,650 2,628,611 76,664 2,705,275
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権
在外営業活動
体の換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジの公正価値
の変動額の有

効部分

その他の包括
利益を通じて
測定する金融
資産の公正価
値の純変動

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2022年１月１日　残高 100,000 736,400 (490,899) 1,202 (408,175) (274) 7,161

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － 84,176 889 444

四半期包括利益 － － － － 84,176 889 444

自己株式の取得 － － (0) － － － －

自己株式の処分 － － 94 (52) － － －

配当金 － － － － － － －

支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動

－ － － － － － －

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

－ － － － － － (31)

その他の増減 － － － － － (9) －

所有者との取引額等合計 － － 93 (52) － (9) (31)

2022年３月31日　残高 100,000 736,400 (490,806) 1,149 (323,999) 607 7,575
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親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計確定給付型退
職給付制度の

再測定額
合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2022年１月１日　残高 － (400,086) 2,863,843 2,809,258 76,823 2,886,081

四半期利益 － － 124,110 124,110 492 124,602

その他の包括利益 20,049 105,559 － 105,559 409 105,968

四半期包括利益 20,049 105,559 124,110 229,669 902 230,570

自己株式の取得 － － － (0) － (0)

自己株式の処分 － (52) (41) 0 － 0

配当金 － － (133,089) (133,089) (405) (133,495)

支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動

－ － － － － －

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

(20,049) (20,080) 20,080 － － －

その他の増減 － (9) － (9) － (9)

所有者との取引額等合計 (20,049) (20,141) (113,051) (133,098) (405) (133,504)

2022年３月31日　残高 － (314,668) 2,874,902 2,905,828 77,319 2,983,147
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 前第１四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日

  至 2022年３月31日)

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 156,342 174,699

減価償却費及び償却費 44,809 46,372

減損損失 1,303 110

受取利息及び受取配当金 (1,800) (3,222)

支払利息 5,761 6,092

持分法による投資損益（益） (558) (816)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益） 31 (741)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加） (7,090) 22,904

棚卸資産の増減額（増加） 8,994 (2,262)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少） (61,006) (77,420)

退職給付に係る負債の増減額（減少） (9,332) (5,369)

前払たばこ税の増減額（増加） (17,270) 24,134

未払たばこ税等の増減額（減少） (36,513) (79,872)

未払消費税等の増減額（減少） (9,165) (5,667)

その他 (9,621) (19,484)

小計 64,885 79,458

利息及び配当金の受取額 1,807 3,386

利息の支払額 (4,362) (7,005)

法人所得税等の支払額 (49,975) (36,856)

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,354 38,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出 (5,640) (11,965)

投資の売却及び償還による収入 3,162 7,917

有形固定資産の取得による支出 (18,977) (16,386)

投資不動産の売却による収入 697 352

無形資産の取得による支出 (3,140) (3,236)

定期預金の預入による支出 － (0)

定期預金の払出による収入 50 1,252

関連会社株式の売却による収入 1,114 －

その他 286 (659)

投資活動によるキャッシュ・フロー (22,449) (22,726)

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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 前第１四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日

  至 2022年３月31日)

百万円 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金 (131,819) (129,249)

非支配持分への支払配当金 (756) (314)

非支配持分からの払込みによる収入 8 13

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） 10,212 17,849

長期借入による収入 － 34

長期借入金の返済による支出 (204) (208)

リース負債の返済による支出 (4,889) (4,892)

自己株式の取得による支出 (0) (0)

非支配持分からの子会社持分取得による支出 (1) －

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー (127,449) (116,767)

現金及び現金同等物の増減額（減少） (137,544) (100,510)

現金及び現金同等物の期首残高 538,844 721,731

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 23,006 34,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 424,306 655,260
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（５）セグメント情報

① 報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメント

を基礎に決定されております。

　当社グループは主に製造たばこ、医薬品、加工食品を製造・販売しており、「たばこ事業」、「医薬事業」、

「加工食品事業」の３つを報告セグメントとしております。

　なお、当社グループは当年度よりたばこ事業の事業運営体制を一本化することに伴い、従来「国内たばこ事

業」、「海外たばこ事業」、「医薬事業」、「加工食品事業」の４区分としていた報告セグメントを「たばこ事

業」、「医薬事業」、「加工食品事業」の３区分に変更しております。

　セグメント区分の変更に伴い、前年度のセグメント情報については、当年度の表示形式に合わせて組み替えて表

示しております。

　「たばこ事業」は、国内及び海外での製造たばこの製造・販売を行っております。「医薬事業」は、医療用医薬

品の研究開発・製造・販売を行っております。「加工食品事業」は、冷凍・常温加工食品、ベーカリー及び調味料

等の製造・販売を行っております。
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報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

たばこ 医薬 加工食品 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売上収益

外部収益 493,581 19,659 33,793 547,033 333 － 547,366

セグメント間収益 64 － 0 64 1,282 (1,346) －

収益合計 493,644 19,659 33,793 547,096 1,615 (1,346) 547,366

セグメント損益

調整後営業利益(注１) 182,302 4,228 326 186,856 (8,737) (28) 178,091

クラスター別

Asia Western Europe EMA 合計

百万円 百万円 百万円 百万円

自社たばこ製品売上収益 194,144 122,395 156,585 473,125

調整後営業利益 76,729 57,752 47,821 182,302

② セグメント収益及び業績

　当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は、以下のとおりです。取締役会は、収益と調整後営業利益

を検討のうえ、セグメント業績を評価し、経営資源の配分を決定しております。金融収益、金融費用、法人所得税

費用はグループ本社で管理されるため、これらの収益・費用はセグメントの業績から除外しております。なお、セ

グメント間の取引は概ね市場実勢価格に基づいております。

前第１四半期 (自 2021年１月１日　至 2021年３月31日)

　たばこ事業の外部収益のうち、自社たばこ製品売上収益は473,125百万円であり、自社たばこ製品売上収益と調

整後営業利益のクラスター別の内訳は以下のとおりです。

　Asia:日本を含むアジア全域

　Western Europe:西欧地域

　EMA:東欧、中近東、アフリカ、トルコ、南北アメリカ大陸及びすべての免税市場

Asiaには台湾、日本、フィリピン等、Western Europeにはイギリス、イタリア、スペイン等、

EMAにはトルコ、ルーマニア、ロシア等を含んでおります。

- 15 -

日本たばこ産業㈱（2914） 2022年12月期 第1四半期決算短信



報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

たばこ 医薬 加工食品 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売上収益

外部収益 523,936 21,294 35,664 580,893 611 － 581,505

セグメント間収益 59 － 0 59 1,226 (1,284) －

収益合計 523,994 21,294 35,664 580,952 1,837 (1,284) 581,505

セグメント損益

調整後営業利益(注１) 197,343 4,567 412 202,322 (7,403) (38) 194,881

クラスター別

Asia Western Europe EMA 合計

百万円 百万円 百万円 百万円

自社たばこ製品売上収益 192,925 125,200 183,912 502,037

調整後営業利益 75,723 61,210 60,410 197,343

当第１四半期 (自 2022年１月１日　至 2022年３月31日)

　たばこ事業の外部収益のうち、自社たばこ製品売上収益は502,037百万円であり、自社たばこ製品売上収益と調

整後営業利益のクラスター別の内訳は以下のとおりです。

　Asia:日本を含むアジア全域

　Western Europe:西欧地域

　EMA:東欧、中近東、アフリカ、トルコ、南北アメリカ大陸及びすべての免税市場

Asiaには台湾、日本、フィリピン等、Western Europeにはイギリス、イタリア、スペイン等、

EMAにはトルコ、ルーマニア、ロシア等を含んでおります。
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報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

たばこ 医薬 加工食品 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

調整後営業利益(注１) 182,302 4,228 326 186,856 (8,737) (28) 178,091

買収に伴い生じた無形

資産に係る償却費
(16,270) － － (16,270) － － (16,270)

調整項目(収益)(注３） 1,327 － － 1,327 1 － 1,329

調整項目(費用)(注４) (1,754) 0 (1,069) (2,823) (198) － (3,021)

営業利益(損失) 165,606 4,228 (744) 169,091 (8,934) (28) 160,129

金融収益 3,538

金融費用 (7,325)

税引前四半期利益 156,342

報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

たばこ 医薬 加工食品 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

調整後営業利益(注１) 197,343 4,567 412 202,322 (7,403) (38) 194,881

買収に伴い生じた無形

資産に係る償却費
(16,267) － － (16,267) － － (16,267)

調整項目(収益)(注３） 955 － － 955 186 － 1,142

調整項目(費用)(注４) (696) － (94) (789) (599) － (1,388)

営業利益(損失) 181,337 4,567 318 186,221 (7,815) (38) 178,368

金融収益 5,150

金融費用 (8,819)

税引前四半期利益 174,699

調整後営業利益から税引前四半期利益への調整表

前第１四半期 (自 2021年１月１日　至 2021年３月31日)

当第１四半期 (自 2022年１月１日　至 2022年３月31日)
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 前第１四半期
(自 2021年１月１日
  至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日
  至 2022年３月31日)

百万円 百万円

　リストラクチャリング収益 4 79

　その他 1,325 1,063

　調整項目(収益) 1,329 1,142

 前第１四半期
(自 2021年１月１日
  至 2021年３月31日)

 当第１四半期
(自 2022年１月１日
  至 2022年３月31日)

百万円 百万円

　リストラクチャリング費用 2,932 1,378

　その他 89 10

　調整項目(費用) 3,021 1,388

 (注１) 調整後営業利益は、営業利益（損失）から買収に伴い生じた無形資産に係る償却費、調整項目（収益及び費用）

を除外しております。

 (注２) 「その他」には、不動産賃貸に係る事業活動等及び報告セグメントに帰属しない企業広報経費や本社コーポレー

ト部門運営費等の本社経費が含まれております。

 (注３) 調整項目（収益）の主な内訳は、以下のとおりです。

　前第１四半期におけるその他の調整項目(収益)は、主に前年度以前に売却した関連会社株式に係る収益です。

 (注４) 調整項目（費用）の主な内訳は、以下のとおりです。

（６）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（７）後発事象

　該当事項はありません。

- 18 -

日本たばこ産業㈱（2914） 2022年12月期 第1四半期決算短信


