
2021年12月期  第3四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結)
2021年10月29日

上場会社名 日本たばこ産業株式会社   上場取引所          東
コード番号 2914 ＵＲＬ  https://www.jti.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）寺畠　正道
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員　コミュニケーション担当 （氏名）福田　浩之  ＴＥＬ  03-6636-2914
四半期報告書提出予定日 2021年10月29日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無          ：有 （アナリスト・機関投資家向け）

（百万円未満四捨五入）

（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 ％

2021年12月期第3四半期 1,766,075 10.9 480,696 23.2 463,821 34.2 340,285 31.1 338,813 31.3 520,781 -

2020年12月期第3四半期 1,592,097 △2.5 390,181 △11.4 345,558 △16.0 259,621 △21.0 257,948 △18.4 45,112 △82.3

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

2021年12月期第3四半期 190.95 190.87
2020年12月期第3四半期 145.40 145.33

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

2021年12月期第3四半期 5,629,865 2,866,542 2,790,045 49.6 1,572.28
2020年12月期 5,381,382 2,599,495 2,522,834 46.9 1,421.92

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

2020年12月期 － 77.00 － 77.00 154.00
2021年12月期 － 65.00 －
2021年12月期（予想） 75.00 140.00

（％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 2,280,000 9.0 478,000 1.9 330,000 6.4 185.98

（％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

2021年12月期第3四半期（累計）
百万円

538,074
％

21.9

通期（予想）
百万円

584,000
％

19.9

決算に関する詳細情報を、当社ウェブサイト（https://www.jti.co.jp/investors/index.html）に本日公表の
決算説明会資料等及び本日提出予定の四半期報告書に記載しておりますので、併せてご覧ください。

１．2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30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：有
2021年12月期における1株当たり期末配当金予想を65円から75円に変更しております。詳細については、本日（2021年10月29日）公表いたしました「配当予
想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年1月1日～2021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：有

〔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。

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
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） 2021年12月期3Ｑ 2,000,000,000株 2020年12月期 2,000,000,000株

②  期末自己株式数 2021年12月期3Ｑ 225,479,054株 2020年12月期 225,754,671株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Ｑ 1,774,384,501株 2020年12月期3Ｑ 1,774,089,057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、海外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16号 リース
新型コロナウイルス感染症に関連した2021年６月30日以降の

賃料減免の会計処理の改訂

業績予想

直近に公表されている

業績予想との比較 前期比

増減 増減率

売上収益 22,800 800 3.6％ 9.0％

調整後営業利益 5,880 710 13.7％ 20.8％

営業利益 4,780 760 18.9％ 1.9％

当期利益（親会社所有者帰属） 3,300 580 21.3％ 6.4％

為替一定ベース調整後営業利益 5,840 620 11.9％ 19.9％

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３四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IFRS16号を早期適用しております。

　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。

　なお、当年度の表示形式に合わせ、前年度の要約四半期連結財務諸表を一部組み替えて表示しております。

（２）直近に公表されている業績予想からの修正
足元までの状況等を織り込んだことに伴い、業績予想を以下のとおり修正しております。

(単位：億円)

　　　　　引き続き、新型コロナウイルス感染拡大は、世界経済及び社会生活に大きな影響を及ぼしており、現時点で収

　　　　束時期を見通すことは困難です。そのような中、新型コロナウイルス感染拡大は世界経済へ引き続き影響を与え

　　　　ているものの、各国の経済は緩やかに回復するものと想定しております。また、たばこ事業及び加工食品事業に

　　　おける需要への影響は今後も一定程度継続するものとし、業績予想を策定しております。
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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） 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、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

（新型コロナウイルス感染拡大に伴うリスク）

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。

当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各国では渡航制限が続いてお

り、たばこ事業においては免税市場における販売数量が、前年同期と比べて増加しているものの、新型コロナウイル

ス感染拡大以前の水準には至っておりません。一方、海外たばこ事業においては、渡航制限により複数市場で堅調な

総需要が継続しています。また、加工食品事業においては、飲食店における営業自粛要請の影響等により、冷食・常

温事業の外食向け製品の販売減少が継続しています。

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、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。

現時点において事業活動で必要な資金の調達に問題はなく、コミットメントラインの未使用枠も十分有しておりま

す。
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前年度
(2020年12月31日)

当第３四半期
(2021年９月30日)

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 538,844 630,655

営業債権及びその他の債権 412,144 486,139

棚卸資産 539,762 540,213

その他の金融資産 18,828 18,262

その他の流動資産 493,992 494,742

小計 2,003,570 2,170,011

売却目的で保有する非流動資産 348 258

流動資産合計 2,003,919 2,170,269

非流動資産

有形固定資産 759,290 758,062

のれん 1,909,392 2,037,154

無形資産 363,604 324,593

投資不動産 4,744 3,962

退職給付に係る資産 70,528 76,711

持分法で会計処理されている投資 40,230 45,146

その他の金融資産 107,143 104,036

繰延税金資産 122,534 109,932

非流動資産合計 3,377,464 3,459,596

資産合計 5,381,382 5,629,865

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
(2020年12月31日)

当第３四半期
(2021年９月30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 436,540 426,115

社債及び借入金 141,469 167,136

未払法人所得税等 46,462 39,713

その他の金融負債 27,588 29,874

引当金 19,420 19,794

その他の流動負債 652,314 655,298

流動負債合計 1,323,793 1,337,929

非流動負債

社債及び借入金 817,412 799,889

その他の金融負債 50,164 46,852

退職給付に係る負債 331,752 307,985

引当金 31,338 25,694

その他の非流動負債 162,982 171,038

繰延税金負債 64,447 73,937

非流動負債合計 1,458,095 1,425,394

負債合計 2,781,888 2,763,323

資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 736,400 736,400

自己株式 (491,507) (490,907)

その他の資本の構成要素 (605,776) (437,565)

利益剰余金 2,783,718 2,882,117

親会社の所有者に帰属する持分 2,522,834 2,790,045

非支配持分 76,660 76,497

資本合計 2,599,495 2,866,542

負債及び資本合計 5,381,382 5,629,865
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 前第３四半期
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

百万円 百万円

売上収益 1,592,097 1,766,075

売上原価 (671,038) (708,648)

売上総利益 921,058 1,057,427

その他の営業収益 5,250 10,265

持分法による投資利益 3,038 3,542

販売費及び一般管理費等 (539,166) (590,538)

営業利益 390,181 480,696

金融収益 5,832 15,812

金融費用 (50,454) (32,687)

税引前四半期利益 345,558 463,821

法人所得税費用 (85,937) (123,536)

四半期利益 259,621 340,285

四半期利益の帰属

親会社の所有者 257,948 338,813

非支配持分 1,673 1,472

四半期利益 259,621 340,285

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 145.40 190.95

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 145.33 190.87

 前第３四半期
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

百万円 百万円

営業利益 390,181 480,696

　買収に伴い生じた無形資産に係る償却費 47,975 52,328

　調整項目（収益） (3,124) (6,795)

　調整項目（費用） 6,502 16,659

調整後営業利益 441,533 542,888

（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

- 6 -

日本たばこ産業㈱（2914） 2021年12月期 第3四半期決算短信



 前第３四半期
(自 2020年１月１日

  至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年９月30日)

百万円 百万円

四半期利益 259,621 340,285

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
(3,154) 1,657

確定給付型退職給付制度の再測定額 (48) 11,774

純損益に振り替えられない項目の合計 (3,203) 13,432

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 (211,510) 167,143

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
203 (79)

後に純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 (211,307) 167,064

税引後その他の包括利益 (214,509) 180,496

四半期包括利益 45,112 520,781

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 44,113 519,054

非支配持分 999 1,727

四半期包括利益 45,112 520,781

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

2020年１月１日　残高 100,000 736,400 (492,469) 1,556 (444,366) (132) 11,201

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － (210,936) 203 (3,076)

四半期包括利益 － － － － (210,936) 203 (3,076)

自己株式の取得 － － (0) － － － －

自己株式の処分 － － 957 (328) － － －

株式に基づく報酬取引 － － － 30 － － －

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

－ － － － － － (368)

その他の増減 － － － － － (2) －

所有者との取引額等合計 － － 956 (298) － (2) (368)

2020年９月30日　残高 100,000 736,400 (491,513) 1,258 (655,301) 69 7,756

（３）要約四半期連結持分変動計算書
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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

2020年１月１日　残高 － (431,741) 2,750,506 2,662,696 80,916 2,743,611

四半期利益 － － 257,948 257,948 1,673 259,621

その他の包括利益 (27) (213,835) － (213,835) (674) (214,509)

四半期包括利益 (27) (213,835) 257,948 44,113 999 45,112

自己株式の取得 － － － (0) － (0)

自己株式の処分 － (328) (628) 0 － 0

株式に基づく報酬取引 － 30 349 378 35 414

配当金 － － (273,200) (273,200) (1,204) (274,403)

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

－ － 288 288 (1,383) (1,094)

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

27 (342) 342 － － －

その他の増減 － (2) － (2) － (2)

所有者との取引額等合計 27 (642) (272,849) (272,535) (2,551) (275,086)

2020年９月30日　残高 － (646,218) 2,735,604 2,434,273 79,364 2,513,637
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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 － － － － 166,860 (79) 1,696

四半期包括利益 － － － － 166,860 (79) 1,696

自己株式の取得 － － (0) － － － －

自己株式の処分 － － 600 (46) － － －

株式に基づく報酬取引 － － － － － － －

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 － － － － － (220) －

所有者との取引額等合計 － － 600 (46) － (220) －

2021年９月30日　残高 100,000 736,400 (490,907) 1,206 (447,514) (177) 8,920
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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

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 － － 338,813 338,813 1,472 340,285

その他の包括利益 11,764 180,241 - 180,241 254 180,496

四半期包括利益 11,764 180,241 338,813 519,054 1,727 520,781

自己株式の取得 － － － (0) － (0)

自己株式の処分 － (46) (554) 0 － 0

株式に基づく報酬取引 － － 357 357 33 389

配当金 － － (251,961) (251,961) (1,941) (253,902)

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

－ － (19) (19) 18 (1)

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

(11,764) (11,764) 11,764 － － －

その他の増減 － (220) － (220) － (220)

所有者との取引額等合計 (11,764) (12,030) (240,413) (251,844) (1,890) (253,733)

2021年９月30日　残高 － (437,565) 2,882,117 2,790,045 76,497 2,866,542
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 前第３四半期
(自 2020年１月１日

  至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年９月30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 345,558 463,821

減価償却費及び償却費 135,151 139,743

減損損失 3,623 9,095

受取利息及び受取配当金 (4,549) (8,731)

支払利息 16,718 17,535

持分法による投資損益（益） (3,038) (3,542)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益） (911) (2,973)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加） (8,110) (57,867)

棚卸資産の増減額（増加） 16,962 29,815

営業債務及びその他の債務の増減額（減少） (11,831) (16,982)

退職給付に係る負債の増減額（減少） (6,702) (16,601)

前払たばこ税の増減額（増加） 10,236 (12,577)

未払たばこ税等の増減額（減少） (51,241) (30,227)

未払消費税等の増減額（減少） 2,946 (2,648)

その他 46,405 30,875

小計 491,215 538,736

利息及び配当金の受取額 9,372 10,207

利息の支払額 (15,456) (15,914)

法人所得税等の支払額 (86,972) (104,096)

営業活動によるキャッシュ・フロー 398,159 428,933

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 (31,504) (19,587)

投資の売却及び償還による収入 41,639 16,738

有形固定資産の取得による支出 (57,668) (60,995)

投資不動産の売却による収入 3,087 4,722

無形資産の取得による支出 (17,777) (11,520)

定期預金の預入による支出 (338) (888)

定期預金の払出による収入 209 637

関連会社株式の売却による収入 17,402 2,512

その他 1,369 (1,718)

投資活動によるキャッシュ・フロー (43,581) (70,101)

（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３四半期
(自 2020年１月１日

  至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日

  至 2021年９月30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 (272,753) (251,617)

非支配持分への支払配当金 (1,141) (1,390)

非支配持分からの払込みによる収入 89 35

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） 51,012 12,201

長期借入による収入 100,101 3,295

長期借入金の返済による支出 (11,744) (12,234)

社債の発行による収入 － 55,334

社債の償還による支出 (60,000) (82,058)

リース負債の返済による支出 (12,596) (14,899)

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 (1,121) (1)

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー (208,154) (291,334)

現金及び現金同等物の増減額（減少） 146,424 67,498

現金及び現金同等物の期首残高 357,158 538,844

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 (45,448) 24,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 458,133 630,655
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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、そのうち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。従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」、「加工

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。「加工食品事業」は、冷凍・常温食品、調味料及びパン等の製

造・販売を行っております。

- 14 -

日本たばこ産業㈱（2914） 2021年12月期 第3四半期決算短信



報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

国内たばこ 海外たばこ 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 百万円

売上収益

外部収益 425,157 998,733 57,533 108,556 1,589,979 2,118 － 1,592,097

セグメント間収益 5,667 19,632 － 0 25,300 4,031 (29,330) －

収益合計 430,824 1,018,365 57,533 108,556 1,615,278 6,149 (29,330) 1,592,097

セグメント損益

調整後営業利益(注１) 139,001 314,806 12,623 856 467,286 (25,384) (369) 441,533

報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

国内たばこ 海外たばこ 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 百万円

売上収益

外部収益 434,848 1,166,305 56,781 106,655 1,764,589 1,486 － 1,766,075

セグメント間収益 6,263 16,363 － 0 22,626 3,842 (26,468) －

収益合計 441,111 1,182,668 56,781 106,655 1,787,215 5,328 (26,468) 1,766,075

セグメント損益

調整後営業利益(注１) 162,088 398,992 6,608 2,357 570,046 (27,598) 440 542,888

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３四半期 (自 2020年１月１日　至 2020年９月30日)

当第３四半期 (自 2021年１月１日　至 2021年９月30日)
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報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

国内たばこ 海外たばこ 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 百万円

調整後営業利益(注１) 139,001 314,806 12,623 856 467,286 (25,384) (369) 441,533

買収に伴い生じた無形

資産に係る償却費
(12,184) (35,791) － － (47,975) － － (47,975)

調整項目(収益)(注３） － 320 150 0 471 2,654 － 3,124

調整項目(費用)(注４) － (3,189) (841) (0) (4,031) (2,471) － (6,502)

営業利益(損失) 126,817 276,146 11,932 856 415,751 (25,202) (369) 390,181

金融収益 5,832

金融費用 (50,454)

税引前四半期利益 345,558

報告セグメント

その他
(注２)

消去 連結

国内たばこ 海外たばこ 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 百万円

調整後営業利益(注１) 162,088 398,992 6,608 2,357 570,046 (27,598) 440 542,888

買収に伴い生じた無形

資産に係る償却費
(12,184) (40,144) － － (52,328) － － (52,328)

調整項目(収益)(注３） － 2,975 200 129 3,304 3,491 － 6,795

調整項目(費用)(注４) (11,714) (3,377) 0 (1,170) (16,261) (398) － (16,659)

営業利益(損失) 138,191 358,445 6,808 1,316 504,760 (24,505) 440 480,696

金融収益 15,812

金融費用 (32,687)

税引前四半期利益 463,821

調整後営業利益から税引前四半期利益への調整表

前第３四半期 (自 2020年１月１日　至 2020年９月30日)

当第３四半期 (自 2021年１月１日　至 2021年９月30日)
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 前第３四半期
(自 2020年１月１日
  至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日
  至 2021年９月30日)

百万円 百万円

　リストラクチャリング収益 2,667 1,815

　その他 458 4,979

　調整項目(収益) 3,124 6,795

 前第３四半期
(自 2020年１月１日
  至 2020年９月30日)

 当第３四半期
(自 2021年１月１日
  至 2021年９月30日)

百万円 百万円

　リストラクチャリング費用 3,483 10,001

　葉たばこ農家に対する廃作

　協力金
－ 6,429

　その他 3,019 229

　調整項目(費用) 6,502 16,659

 (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３四半期及び当第３四半期におけるリストラクチャリング収益は、主に不動産の処分に係る収益です。

　当第３四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及び

不動産の処分に係る収益です。

 (注４) 調整項目（費用）の主な内訳は、以下のとおりです。

　当第３四半期におけるリストラクチャリング費用は、主に国内たばこ事業における事業運営体制強化施策及び

海外たばこ事業における一部マーケットの合理化に係る費用です。

（６）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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