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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 4,647,927 △0.1 264,552 4.8 248,439 15.2 119,531 11.8
22年3月期第3四半期 4,651,891 △13.0 252,542 △23.4 215,609 △19.9 106,926 △18.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 12,477.09 12,473.47
22年3月期第3四半期 11,161.33 11,159.28

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 3,682,803 1,638,192 42.4 162,900.17
22年3月期 3,872,595 1,723,278 42.6 172,139.61

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,560,600百万円 22年3月期  1,649,114百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

※平成22年3月期の1株当たり期末配当金は、普通配当2,800円に会社設立25周年記念配当200円を加えた金額です。 

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

22年3月期 ― 2,800.00 ― 3,000.00 5,800.00
23年3月期 ― 2,800.00 ―

23年3月期 
（予想）

2,800.00 5,600.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,120,000 △0.2 308,000 3.9 291,000 13.9 136,000 △1.8 14,196.09

00063686
スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
本四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については8
ページ及び「2011年3月期第3四半期 決算説明会資料」の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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】7ページ「2. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 10,000,000株 22年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  419,896株 22年3月期  419,903株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  9,580,102株 22年3月期3Q  9,580,090株
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１.当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号）の適用開始に伴い、当連

結会計年度より、マネジメント・アプローチに基づき、経営陣が経営上の意思決定等に使用する一

連のセグメント情報を開示しております。詳細につきましては、7ページの「（ご参考）『セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準』の適用について」をご参照ください。 

①全般的概況 
売上高 

国内たばこ事業において、昨年 10 月の増税・定価改定の影響に伴う販売数量の減少により減

収となったものの、海外たばこ事業においては、円高による換算上のマイナス影響及び販売数量

の減少を単価上昇効果及び主要市場の現地通貨の為替のプラス影響が上回ったこと等により増

収となったことから、売上高は前年同期と同水準の 4兆 6,479 億円（前年同期比 0.1％減）とな

りました。 

 2010 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円) 

2011 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円) 

前年同期比増減 

 

（億円、％) 

連結売上高 46,518 46,479 △39 △0.1

 国内たばこ事業 23,529 23,102 △427 △1.8

 海外たばこ事業 19,465 19,935 469 2.4

 医薬事業 343 359 16 4.7

 食品事業 3,032 2,936 △95 △3.2

※ 外部売上高で表示しております。 
※ 連結売上高には、上記の他、不動産賃貸等に係るその他の売上高があります。詳細につきましては、「３．

四半期連結財務諸表 （４）セグメント情報 ３．報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計

上額との差額及び当該差額の主な内容」をご参照ください。 
 

連結売上高からたばこ税相当額を控除した、たばこ税抜売上高は以下のとおりです。 
 2010 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円) 

2011 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円) 

前年同期比増減 

 

（億円、％) 

連結売上高 46,518 46,479 △39 △0.1

 たばこ税相当額 27,443 27,667 223 0.8

たばこ税抜売上高 19,075 18,811 △263 △1.4

 
国内たばこ事業及び海外たばこ事業別のたばこ税抜売上高等の情報は以下のとおりです。 
〔国内たばこ事業〕 
 2010 年 3 月期

第 3四半期 

（億円） 

2011 年 3 月期

第 3四半期 

（億円） 

前年同期比増減 

 

（億円、％) 

たばこ税込売上高 23,529 23,102 △427 △1.8

たばこ税抜売上高 7,864 7,665 △198 △2.5

 内、調整後税抜売上高（注） 4,764 4,641 △122 △2.6

（注）国内たばこ事業においては輸入たばこ、国内免税、中国事業等に係る売上高を控除しております。 
 
〔海外たばこ事業〕 
 2010 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円） 

2011 年 3 月期 

第 3四半期 

（億円） 

前年同期比増減 

 

（億円、％) 

たばこ税込売上高 19,465 19,935 469 2.4

たばこ税抜売上高 7,687 7,704 17 0.2

 内、調整後税抜売上高（注） 6,673 6,793 119 1.8

（注）海外たばこ事業においては物流事業、葉たばこ販売、製造受託等に係る売上高を控除しております。 
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営業利益/EBITDA 

海外たばこ事業における増収を受け、営業利益は前年同期比 120 億円増益の 2,645 億円（前年

同期比 4.8％増）となりました。また、EBITDA につきましては、国内たばこ事業における自動販

売機に係る減価償却費の減少及び一部商標権の償却終了、海外たばこ事業における為替の影響等

による減価償却費の減少により、減価償却費が 131 億円減少したことから、前年同期と同水準の

4,245 億円（前年同期比 0.3％減）となりました。 

 2010 年 3 月期

第 3四半期 

（旧会計基準)

（億円） 

2010 年 3 月期

第 3四半期 

（新会計基準)

（億円） 

2011 年 3 月期 

第 3四半期 

（新会計基準) 

（億円） 

前年同期比増減 

 

（新会計基準) 

（億円、％） 

営業利益 2,525 2,525 2,645 120 4.8

EBITDA 4,257 4,257 4,245 △11 △0.3

 国内たばこ事業 2,051 1,991 1,851 △139 △7.0

 海外たばこ事業 2,029 2,235 2,367 132 5.9

 医薬事業 △62 △62 △64 △1 －

 食品事業 140 140 142 1 1.3

※ EBITDA には、上記の他、その他の売上高に係る EBITDA 等があります。詳細につきましては、「３．四半

期連結財務諸表 （４）セグメント情報 ３．報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額

との差額及び当該差額の主な内容」をご参照ください。 

※ EBITDA  = 営業利益 + 減価償却費（有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用及びのれんの償却を    
含む） 

 
経常利益 

事業運営上行っている為替のヘッジ活動に伴い発生した為替差損の改善、借入金の返済及び社

債の償還等に伴う支払利息の減少等により、営業外損益は 208 億円改善しました。営業利益まで

の120億円の増益をあわせ、経常利益は前年同期比328億円増益の2,484億円（前年同期比15.2％

増）となりました。 

 
四半期純利益 

固定資産売却益の減少に加え、カナダにおける行政法規違反に係る過料の支払に伴う損失を計

上したこと等により、特別損益は 264 億円悪化しました。これらが、経常利益までの 328 億円の

増益を一部相殺し、税金等調整前四半期純利益は前年同期比 63 億円増益の 2,229 億円となりま

した。四半期純利益は、税金等調整前四半期純利益の増加に加え、法人税等の計上額が 58 億円

減少したこと等から、前年同期比 126 億円増益の 1,195 億円（前年同期比 11.8％増）となりま

した。 
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②事業別の概況 
〔国内たばこ事業〕 

当第 3 四半期における紙巻たばこの販売数量は、昨年 10 月の増税に伴う定価改定の影響等に

より、前年同期に対し 105 億本減少し、1,068 億本（注）（前年同期比 9.0％減）となりました。 

10 月の増税・定価改定に先立つ駆け込み需要の発生により上期の販売数量は前年同期に対し

増加したものの、10 月以降、駆け込み需要の反動減及び増税・定価改定による需要減等により、

当第 3四半期の販売数量は前年同期に対し減少しました。 

また、当第 3 四半期のシェアは 64.4％（前年度シェア 64.9％）となりました。千本当税抜売

上高は、定価改定に伴い、前年同期に対し 279 円増加し、4,335 円となりました。 

今後とも引き続き、製品価値向上に資する研究開発の強化、主要ブランドを中心とした新製品

の投入、また味香り・デザイン・パッケージ形態等の改善などにより、お客様にご満足いただけ

る、価格に相応しい品質・サービスの提供に取り組んでまいります。 

本年 1月以降、当社が特に注力しているブランドの内、マイルドセブン・ファミリーにおいて、

新製品を発売したことに加え、ボックスタイプの主要 12 銘柄をラウンド・コーナー・ボックス

へ刷新する予定であり、また、セブンスター・ファミリーにおいては、一部銘柄をリニューアル

する予定です。また、まったく新しいスタイルの無煙たばこ「ゼロスタイル・ミント」を発売す

るなど、嗜好品であるたばこをより楽しんでいただくために、紙巻たばこに限らず、お客様の多

様なニーズにお応えすべく広く商品の開発に取り組んでおります。「ゼロスタイル・ミント」に

ついては、昨年 5月に東京都で販売を開始し、以降、順次拡販を進めておりますが、今後も、2011

年度中での全国販売開始に向けて取り組みを進めてまいります。 

この結果、単価上昇効果があったものの、販売数量の減少により、たばこ税抜売上高は前年同

期比 198 億円減収の 7,665 億円（前年同期比 2.5％減)、調整後税抜売上高は前年同期比 122 億

円減収の 4,641 億円（前年同期比 2.6％減)となりました。EBITDA は、売上の減少に加え、価格

に相応しい品質・サービスの提供に向けた販売促進費等の計上及び増税・定価改定に伴う一時的

な費用の発生等により、前年同期比 139 億円減益の 1,851 億円（前年同期比 7.0％減）となりま

した。 
 

（注）当該数値の他に、国内免税市場及び当社の中国事業部管轄の中国・香港・マカオ市場の当第 3四半 

期における販売数量 27 億本があります。 

 
〔海外たばこ事業〕 

当第 3 四半期における GFB（注 1）につきましては、「ウィンストン」がイタリア、フランスで、

「キャメル」がトルコ、フランスで順調に伸張しました。これらに加え、「LD」がポーランド、

トルコで順調に伸張したこと等により、GFB の販売数量は前年同期に対し 27 億本増加し、1,851

億本（前年同期比 1.5％増）となりました。しかしながら、ロシア等での総需要減少等により、

GFB を含む総販売数量は前年同期に対し 61 億本減少し、3,195 億本（注 2）（前年同期比 1.9％減）

となりました。 

当第 3四半期においては、販売数量の減少はあるものの、単価上昇効果に加えて、主要市場の

現地通貨が、海外たばこ事業の決算を連結する子会社において使用する米国ドルに対して前年同

期比で有利に推移したことから、ドルベースのたばこ税抜売上高は前年同期比 514 百万ドル増収

の 8,610 百万ドル（前年同期比 6.4％増）、調整後税抜売上高は前年同期比 563 百万ドル増収の

7,591 百万ドル（前年同期比 8.0％増）となりました。EBITDA は、葉たばこ価格の上昇を受けた

売上原価の増加等があったものの、前年同期比 291 百万ドル増益の 2,646 百万ドル（前年同期比

12.4％増）となりました。 

この結果、邦貨換算時に円高の影響を受けたものの、たばこ税抜売上高は前年同期比 17 億円

増収の 7,704 億円（前年同期比 0.2％増）、調整後税抜売上高は前年同期比 119 億円増収の 6,793

億円（前年同期比 1.8％増）、EBITDA は前年同期比 132 億円増益の 2,367 億円（前年同期比 5.9％

増）となりました。 

 

（注 1）ブランド・ポートフォリオの根幹を支える「ウィンストン」「キャメル」「マイルドセブン」「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ブランドを GFB

（グローバル・フラッグシップ・ブランド）としております。 
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（注 2）当該数値の他に、主としてドイツ市場において展開しているプライベートブランドの当第 3四半

期の販売数量 7億本があります。 

 

※ 当第3四半期における為替レートにつきましては、前年同期比5.47円 円高の1米国ドル＝89.49円（前

年同期は 1米国ドル＝94.96 円）です。 

 
〔医薬事業〕 

医薬事業につきましては、後期開発品の充実、研究開発パイプラインの強化に注力しておりま

す。開発状況としましては、自社開発品 10 品目（注）が臨床試験の段階にあります。 

子会社鳥居薬品㈱につきましては、「注射用フサン（蛋白分解酵素阻害剤）」の売上高は減少

したものの、「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）」等の売上高が伸張したことにより増収となりましたが、売上原価、販売費及

び一般管理費が増加したことから営業利益は減益となりました。 

当第 3 四半期における売上高につきましては、鳥居薬品㈱における増収があったことに加え、

既導出品に係る開発進捗に伴う一時金収入があったことから、前年同期比 16 億円増収の 359 億

円（前年同期比 4.7％増)となりました。EBITDA につきましては、64 億円のマイナス（前年同期

の EBITDA は 62 億円のマイナス)となりました。 

 

（注）臨床開発品目につきましては、「2011 年 3 月期第 3四半期 決算説明会資料」の「臨床開発品目一

覧（2011 年 2 月 7日現在）」をご覧ください。 

 
〔食品事業〕 

当第 3四半期における売上高は、飲料事業では夏場の猛暑による好影響に加え、基幹ブランド

「ルーツ」を中心とした販売好調により増収となったものの、加工食品事業等において、精白米

等の卸売事業の廃止及び一部子会社を連結対象外としたことによる影響に加え、主に業務用商品

の売上減により、前年同期比 95 億円減収の 2,936 億円（前年同期比 3.2％減)となりました。

EBITDA につきましては、加工食品事業等における業務用商品の減収影響があるものの、飲料事

業が堅調に推移したことにより、前年同期比 1億円増益の 142 億円（前年同期比 1.3％増）とな

りました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 3 四半期末における現金及び現金同等物は、前年度末に比べ 716 億円増加し、2,260 億円と

なりました（前年同期末残高 1,364 億円）。 

 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 
当第 3 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、たばこ事業を中心とした EBITDA の計

上、未払いたばこ税の増加等に対し、法人税の支払い、売上債権の増加等により、3,456 億円の

収入（前年同期は 2,833 億円の収入）となりました。 

 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 
当第 3四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等によ

り、1,044 億円の支出（前年同期は 653 億円の支出）となりました。 

 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

当第 3四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行及び長期借入等による収入

があった一方、短期借入金の返済及びコマーシャル・ペーパーの償還、配当金の支払い、社債の

償還等による支出があったことから、1,640 億円の支出（前年同期は 2,541 億円の支出）となり

ました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

国内たばこ事業において、足許までの販売動向等をもとに増税・定価改定による需要減の影響等

を見直し、販売数量を 80 億本上方修正することに加え、海外たばこ事業において、単価上昇効果及

び邦貨換算レートが想定より円安に推移したプラス影響等から、売上高を 2,100 億円上方修正いた

します。 

EBITDA 及び営業利益については、売上高を見直したことに伴い、それぞれ 280 億円、270 億円上

方修正いたします。また、経常利益及び当期純利益については、上方修正額をそれぞれ 300 億円、

210 億円といたします。 

 

 

 
 前回予想 

（2010年10月28日公表）

今回予想 前回予想比増減 

 

連結売上高 59,100 億円 61,200 億円 2,100 億円

 たばこ税抜連結売上高 23,980 億円 24,680 億円 700 億円

EBITDA 4,950 億円 5,230 億円 280 億円

営業利益 2,810 億円 3,080 億円 270 億円

経常利益 2,610 億円 2,910 億円 300 億円

当期純利益 1,150 億円 1,360 億円 210 億円

 

           

※当期の見通しの主な前提条件 

  国内たばこ事業 

 前回予想 今回予想 

販売数量 1,255 億本 1,335 億本 

海外たばこ事業 

 前回予想 今回予想 
（2010 年 1 月～12 月実績） 

販売数量 4,285 億本 4,284 億本 

為替レート（1米国ドル） 87.00 円 87.79 円 

（注）前回予想時に前提とした主要な現地通貨の米国ドルに対するレートにつきまして

は、1米国ドルにつき、30.10 ルーブル、0.64 英ポンド、0.75 ユーロとしており

ました。なお、今回予想（2010 年 1 月～12 月実績）では 1 米国ドルに対し、30.36

ルーブル、0.65 英ポンド、0.75 ユーロとしております。 
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２．その他の情報 

（1）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20 年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21

号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。 

これによる当第 3 四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ

の影響は軽微であります。 

 

 

（ご参考） 

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用について 

 

当該セグメント基準の適用に伴う、主な変更点は以下のとおりです。 

ⅰ） 報告セグメント 

マネジメント・アプローチに基づき報告セグメントを決定した結果、国内たばこ事業、海外た

ばこ事業、医薬事業、食品事業の各セグメントを報告セグメントといたしました。 
 

ⅱ） たばこ税抜売上高の開示 

セグメント売上高として、新たにたばこ税相当額を控除したたばこ税抜売上高を開示すること

といたしました。これは、たばこ事業を営む当社グループの連結売上高の相当程度を占めるたば

こ税については、事業を展開する世界各国でその課税の対象・根拠・課税標準等が異なること等

から、国内たばこ事業及び海外たばこ事業に係る経営上の意思決定等に使用する報告セグメント

別の売上高として、たばこ税抜売上高を使用しているためです。 
 

ⅲ） EBITDA の開示 

セグメント利益として、EBITDA(減価償却（有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用）

及びのれん償却前の営業利益）を開示することといたしました。これは EBITDA を当社グループ

の経営意思決定及びセグメント別の利益指標として使用しているためです。 
 

ⅳ） セグメント利益の測定方法の見直しについて 

セグメント利益につきましては、一部その測定方法について見直しを行いました。海外たばこ

事業に区分される海外連結子会社においては、当社が保有するキャメル、ウィンストン等のブラ

ンド商標権等を使用してたばこ製品の製造・販売を行っており、当該ブランド商標権等の使用料

（以下、ロイヤリティ）を当社に支払っております。従来、当該ロイヤリティのセグメント開示

上の取り扱いにつきましては、国内たばこ事業のセグメント利益にロイヤリティ受取額を含めて

測定し、海外たばこ事業のセグメント利益はロイヤリティ支払額控除後で測定しておりました。

しかし、各々のセグメントの利益管理においては、ロイヤリティの受け払いの影響を除いている

ことから、セグメント利益からもこれらの影響を除くことといたしました。 

また、マネジメント・アプローチの適用を機に、全社共通経費、資本的支出の各報告セグメン

トへの配分についても一部見直しております。 
 

ⅴ）たばこ事業における調整後税抜売上高の内訳表示について 
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国内たばこ事業の売上高には、当社たばこ製品の売上高に加え、他社たばこ製品（輸入たばこ

製品）の卸売販売等に係る売上高が含まれております。また同様に、海外たばこ事業の売上高に

ついても、他社たばこ製品の卸売販売を含む物流事業等に係る売上高が含まれております。 

国内たばこ事業及び海外たばこ事業の業績をご理解いただくにあたり、これらの他社たばこ製

品の卸売販売等に係る売上高を控除した売上高が有用であると考え、これを調整後税抜売上高と

して開示しております。なお、調整後税抜売上高測定のための調整内容につきましては 2ページ

（注）をご参照ください。 

 

なお、「１．当四半期決算に関する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報」に記載

の 2010 年 3 月期第 3 四半期のたばこ税抜売上高、国内たばこ事業及び海外たばこ事業のたばこ税

抜売上高及び調整後税抜売上高は、非監査の参考情報であり、「３．四半期連結財務諸表（４）セ

グメント情報」に当該数値は記載されておりません。また、セグメント情報の新会計基準に基づく

2010 年 3 月期第 3 四半期の EBITDA の各数値につきましても、非監査の参考情報であり、「３．四

半期連結財務諸表（４）セグメント情報」に当該数値は記載されておりません。 

 

 

 

※ 上記のほか、決算及び業績予想に関する参考情報を、別途「2011 年 3 月期第 3四半期 決算説明会資料」

に記載しております。 

 

 

 

（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、当社又は当社グループに関連する見通し、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

しております。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又は前提（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 
 

 

 

 

- 8 -

日本たばこ産業（株） （2914）　平成23年3月期　第3四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(2010年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2010年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 114,930 155,444

受取手形及び売掛金 324,627 296,884

有価証券 19,188 11,950

商品及び製品 129,835 151,062

半製品 98,978 109,621

仕掛品 4,420 5,522

原材料及び貯蔵品 293,480 288,893

その他 288,096 180,086

貸倒引当金 △3,038 △3,622

流動資産合計 1,270,518 1,195,843

固定資産   

有形固定資産 673,770 679,561

無形固定資産   

のれん 1,200,938 1,387,397

商標権 302,195 350,900

その他 26,920 30,766

無形固定資産合計 1,530,054 1,769,064

投資その他の資産   

投資有価証券 67,316 83,760

その他 170,800 179,061

貸倒引当金 △29,658 △34,695

投資その他の資産合計 208,459 228,127

固定資産合計 2,412,284 2,676,752

資産合計 3,682,803 3,872,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 141,464 149,462

短期借入金 69,619 109,263

コマーシャル・ペーパー － 119,000

1年内償還予定の社債 131,731 50,395

1年内返済予定の長期借入金 21,423 23,024

未払たばこ税 250,210 212,066

未払たばこ特別税 13,188 10,490

未払地方たばこ税 163,177 85,238

未払法人税等 45,202 54,057

引当金 26,623 39,610

その他 243,305 248,926

流動負債合計 1,105,947 1,101,535
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(2010年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2010年３月31日) 

固定負債   

社債 330,538 409,014

長期借入金 157,879 149,569

退職給付引当金 239,042 251,902

その他の引当金 359 763

その他 210,842 236,532

固定負債合計 938,663 1,047,782

負債合計 2,044,611 2,149,317

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 736,409 736,406

利益剰余金 1,374,759 1,310,669

自己株式 △74,573 △74,575

株主資本合計 2,136,595 2,072,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,583 12,043

海外連結子会社の年金債務調整額 △22,847 △26,269

為替換算調整勘定 △561,730 △409,160

評価・換算差額等合計 △575,994 △423,387

新株予約権 714 564

少数株主持分 76,876 73,599

純資産合計 1,638,192 1,723,278

負債純資産合計 3,682,803 3,872,595
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(2009年４月１日から 
 2009年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(2010年４月１日から 
 2010年12月31日まで) 

売上高 4,651,891 4,647,927

売上原価 3,801,168 3,801,940

売上総利益 850,722 845,986

販売費及び一般管理費 598,179 581,434

営業利益 252,542 264,552

営業外収益   

受取利息 3,377 1,591

受取配当金 1,720 852

持分法による投資利益 － 2,049

その他 5,431 3,602

営業外収益合計 10,528 8,095

営業外費用   

支払利息 20,991 13,397

為替差損 19,123 1,606

たばこ災害援助金 538 1,457

その他 6,808 7,747

営業外費用合計 47,462 24,208

経常利益 215,609 248,439

特別利益   

固定資産売却益 21,762 2,900

投資有価証券売却益 － 2,148

その他 5,747 1,635

特別利益合計 27,510 6,685

特別損失   

固定資産売却損 3,517 540

固定資産除却損 4,127 3,980

減損損失 2,426 3,338

事業構造強化費用 6,599 3,103

カナダにおける行政法規違反過料 － 13,092

その他 9,821 8,096

特別損失合計 26,491 32,150

税金等調整前四半期純利益 216,628 222,974

法人税等 104,565 98,728

少数株主損益調整前四半期純利益 － 124,246

少数株主利益 5,136 4,714

四半期純利益 106,926 119,531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(2009年４月１日から 
 2009年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(2010年４月１日から 
 2010年12月31日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 216,628 222,974

減価償却費 98,740 90,563

減損損失 2,426 3,338

のれん償却額 74,428 69,443

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,176 △4,589

受取利息及び受取配当金 △5,097 △2,443

支払利息 20,991 13,397

持分法による投資損益（△は益） － △2,049

固定資産除売却損益（△は益） △15,720 475

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,581

カナダにおける行政法規違反過料 － 13,092

売上債権の増減額（△は増加） △31,551 △45,753

たな卸資産の増減額（△は増加） △93,673 244

仕入債務の増減額（△は減少） 3,237 △1,423

未払金の増減額（△は減少） △1,239 △12,469

未払たばこ税等の増減額(△は減少) 169,918 133,525

その他 △21,934 2,084

小計 410,976 478,828

利息及び配当金の受取額 5,277 4,088

利息の支払額 △26,907 △16,605

カナダにおける行政法規違反過料の支払額 － △13,092

法人税等の支払額 △106,006 △107,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,340 345,695

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,997 △13,790

有価証券の売却及び償還による収入 1,901 12,894

有形固定資産の取得による支出 △81,487 △99,574

有形固定資産の売却による収入 28,336 5,740

無形固定資産の取得による支出 △4,577 △5,459

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,431 12,839

定期預金の預入による支出 － △23,643

定期預金の払戻による収入 － 10,603

子会社株式の取得による支出 △1,164 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△324 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △646

その他 △6,515 △3,386

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,397 △104,423
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(2009年４月１日から 
 2009年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(2010年４月１日から 
 2010年12月31日まで) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

48,697 △169,843

長期借入れによる収入 1,655 49,091

長期借入金の返済による支出 △151,846 △12,636

社債の発行による収入 100,304 79,798

社債の償還による支出 △191,874 △50,200

配当金の支払額 △53,601 △55,518

少数株主からの払込みによる収入 189 406

少数株主への配当金の支払額 △3,196 △1,109

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,498 △4,040

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,170 △164,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,416 △5,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,812 71,474

現金及び現金同等物の期首残高 167,257 154,368

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 194

現金及び現金同等物の四半期末残高 136,445 226,038
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 前第３四半期連結累計期間（2009年４月１日から2009年12月31日まで）          

 （注）１．事業区分は、製品の種類、性質、販売市場等から総合的に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品（商品又は役務を含む） 

(１)国内たばこ…製造たばこ（国内免税市場及び当社の中国事業部が管轄する中国、香港、マカオ市場におけ 

るたばこ事業を含んでおります。） 

(２)海外たばこ…製造たばこ 

(３)医薬…………医薬品 

(４)食品…………清涼飲料水、加工食品 

(５)その他………不動産賃貸、リース他 

３．営業費用に含まれているセグメント別の減価償却費、のれん償却額は以下のとおりであります。   

      減価償却費（有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用）             

            のれん償却額                        

４．「国内たばこ」には当社の連結子会社であるTSネットワーク㈱を含んでおり、同社は当社たばこ製品の配送

業務等のほか外国たばこ製品（輸入たばこ製品）の卸売販売等の業務を行っております。なお、同社を通じ

て販売される輸入たばこ製品の売上高は以下のとおりであります。 

５．「海外たばこ」に区分した海外連結子会社の年度決算日は12月31日であり、2009年１月１日から2009年９月

30日までを前第３四半期連結累計期間に計上しております。  

  

（４）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

  
国内たばこ 
（百万円） 

海外たばこ 
（百万円） 

医薬
（百万円） 

食品
（百万円） 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高        

(1）外部売上高  2,352,971  1,946,565 34,357 303,239 14,756  4,651,891  － 4,651,891

(2）セグメント間の 
    内部売上高又は 

    振替高 
 41,314  29,454 － 125  8,461  79,356 (79,356) －

計  2,394,286  1,976,020 34,357 303,365 23,218  4,731,247 (79,356) 4,651,891

営業利益又は営業損失

(△) 
 163,998  97,346 △9,158 △7,357 8,106  252,935 (392) 252,542

  
国内たばこ 
（百万円） 

海外たばこ 
（百万円） 

医薬
（百万円） 

食品
（百万円） 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

 前第３四半期  

連結累計期間 
 40,312  41,076 2,906 12,307 1,975  98,578  161 98,740

  
国内たばこ 
（百万円） 

海外たばこ 
（百万円） 

医薬
（百万円） 

食品
（百万円） 

その他
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 前第３四半期  

連結累計期間 
 816  64,536 － 9,100 －  74,453

（前第３四半期連結累計期間） 837,868 百万円 
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。  

  

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、経営陣が

経営資源の配分の決定等のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは主に製造たばこ、医薬品、食品を製造・販売しており、その内製造たばこについては、国内と海外に

分けて事業管理を行っております。 

 したがって当社グループは、製品の種類、性質、販売市場等から総合的に区分されたセグメントから構成されてお

り、「国内たばこ事業」、「海外たばこ事業」、「医薬事業」、「食品事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「国内たばこ事業」は、国内（国内免税市場及び当社の中国事業部が管轄する中国、香港、マカオ市場を含みます）

での製造たばこの製造・販売を行っております。「海外たばこ事業」は、製造・販売を統括するJT International 

S.A.を中核として、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。「食品事業」は、清涼飲料水、加工食品、調味料の製造・販売等を行っております。 

  

セグメント情報
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（2010年４月１日から2010年12月31日まで） 

  

（注）１．当社グループでは事業管理上、売上高に含まれるたばこ税相当額を控除した売上高（たばこ税抜売上高）

にて、売上高を管理しております。 

なお、国内たばこ事業、海外たばこ事業の外部売上高におけるたばこ税込売上高及びたばこ税抜売上高の

内訳は以下の通りであります。 

  

（*） 国内たばこ事業の売上高には、当社たばこ製品の売上高に加え、他社たばこ製品（輸入たばこ製

品）の卸売販売等に係る売上高が含まれております。また同様に、海外たばこ事業の売上高につい

ても、他社たばこ製品の卸売販売を含む物流事業等に係る売上高が含まれております。国内たばこ

事業及び海外たばこ事業の業績をご理解いただくにあたり、これらの他社たばこ製品の卸売販売等

に係る売上高を控除した売上高が有用であると考え、これを調整後税抜売上高として開示しており

ます。なお、調整後税抜売上高測定のため、以下の調整を行っております。 

  

国内たばこ事業においては輸入たばこ、国内免税、中国事業等に係る売上高を控除しております。

海外たばこ事業においては物流事業、葉たばこ販売、製造受託等に係る売上高を控除しておりま

す。 

  

２．セグメント利益又は損失は、減価償却（有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用）及びのれん償却

前営業利益ベースの数値（EBITDA）であります。 

なお、報告セグメントごとの減価償却費及びのれん償却額は以下のとおりであります。 

  

３．海外たばこに区分したJT International S.A.を中核とする海外連結子会社グループの年度決算日は12月

31日であり、2010年１月１日から2010年９月30日までを当第３四半期連結累計期間に計上しております。

  

  

国内たばこ 

（百万円） 

  

海外たばこ 

（百万円） 

(注)３ 

医薬 

（百万円） 

  

食品 

（百万円） 

  

合計 

（百万円） 

  

売上高  

(１)外部売上高（注）１ 766,558 770,473 35,968  293,673 1,866,674

(２)セグメント間の内部売上高又は振替高 23,182 34,192 －  96 57,471

計 789,741 804,665 35,968  293,770 1,924,145

セグメント利益又は損失(△)（注）２ 185,175 236,762 △6,401  14,227 429,764

 当第３四半期連結累計期間 
国内たばこ 

（百万円） 

海外たばこ 

（百万円） 

たばこ税込売上高 2,310,263 1,993,523

たばこ税抜売上高 766,558 770,473

内、調整後税抜売上高(*) 464,166 679,328

当第３四半期連結累計期間 
国内たばこ 

（百万円） 

海外たばこ 

（百万円） 

医薬 

（百万円） 

食品 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

減価償却費 32,863 38,427 3,054  12,578 86,923

のれん償却額 816 61,436 －  7,205 69,457
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３．報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

当第３四半期連結累計期間（2010年４月１日から2010年12月31日まで） 

  

  

  

（注）１．その他の売上高及びその他の利益は不動産賃貸に係る事業活動等を含んでおります。 

   ２．本社経費は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり、企業広報経費や本社コーポレ

ート部門運営費等が含まれております。 

   ３．小計は全社での減価償却（有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用）及びのれん償却前

営業利益ベースの数値（EBITDA）であります。  

  

  

  

  

売上高 
金額 

（百万円） 

報告セグメント計 1,924,145

その他の売上高（注）１ 21,696

セグメント間取引消去 △64,669

たばこ税相当額 2,766,754

四半期連結損益計算書の売上高 4,647,927

利益 
金額 

（百万円） 

報告セグメント計 429,764

その他の利益（注）１ 9,825

本社経費 (注）２  △14,175

セグメント間取引消去 △607

その他の調整額 △232

小計（注）３ 424,573

減価償却費 △90,563

のれん償却額 △69,457

四半期連結損益計算書の営業利益 264,552
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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