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2006 年 12 月 15 日 

各位 

会 社 名     日本たばこ産業株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 木村 宏 

（コード番号 2914  

東証・大証・名証 第一部、福証・札証） 

問合せ先   ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表）） 

 

 

英国 Gallaher 社の買収手続き開始の合意について 

 

 当社は、英国大手たばこ会社 Gallaher Group Plc（以下「Gallaher 社」）と、Gallaher

社発行済及び発行予定全株式を現金にて取得し、完全子会社化（以下「本件買収」）する手

続きを開始することに合意致しました。 

本件買収は友好的なものであり、Gallaher 社の取締役会は本件買収につき、全会一致で

賛同しております。 

なお、当社は、英国の法制度に基づく公表も 2006 年 12 月 15 日（現地時間午前７時）に

英国において行っております。 

 

1. 買収提案の背景 
 当社は 1999 年の RJR International 買収以来、海外において積極的に事業展開を行い、

世界トップクラスのグローバルたばこ会社となるべく諸施策を実行してまいりました。そ

の結果、当社は４つのグローバル・フラッグシップ・ブランド（キャメル、ウィンストン、

マイルドセブン、セーラム）を基軸とした強固なブランド・ポートフォリオを構築し、世

界の中核市場に配置するとともに、製品品質及び製造コストの大幅な改善に成功いたしま

した。 

こうした中、本年策定した当社の中期経営計画「JT2008」においても、海外たばこ事業

を「JT グループの利益成長の牽引役」として位置づけており、今般、外部資源の獲得によ

る更なる規模の拡大及び市場の拡大が、グローバルたばこ会社としての立場をより強固に

するとの結論に達しました。 

 

 Gallaher 社はシガレット販売数量において世界第５位のたばこ会社であり、Benson & 

Hedges、Silk Cut、Memphis、Sobranie、LD、及び Sovereign に代表される強力なブランド

群を製造・販売しております。これらのブランドを中心に、ヨーロッパ主要各国と、昨今

成長著しい CIS 地域等において高い市場シェアを誇っております。 

 

 本件買収の意義は、以下のように集約されると考えます。 

 

第一に、規模の拡大によるスケールメリットの享受です。本件買収により、両社の販売

数量（2005 年度実績）は単純合計で約 6,000 億本規模となり、当社は世界第３位のたばこ

会社としての地位をより強固なものとすることができます。 
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第二に、両社の相互補完性です。 

Gallaher 社は、英国、アイルランド、オーストリア、スウェーデン、カザフスタンにお

いて市場シェア No.1、No.2 の地位を占め、ロシア、ウクライナでも魅力的な市場ポジショ

ンを有しております。当社は、日本、台湾、CIS、スペイン、フランス、イタリア及びイラ

ンで強固な市場基盤を有しており、本件買収により、高い成長機会を持つ地理的バランス

のとれた新たなグループへと変貌いたします。 

 また、Gallaher 社は、幅広い価格帯で強力なブランド群を有しており、当社のグローバ

ル・フラッグシップ・ブランドとの融合により、市場及び価格帯においてバランスのとれ

た競争力のあるブランド・ポートフォリオを構築できることになります。 

 

 第三に、技術、流通インフラの強化です。本件買収により、当社は、Gallaher 社が持つ

バージニア・ブレンド製造技術やスヌース（かみたばこの一種）を含むシガレット以外の

たばこ製品製造における専門技術を新たに獲得することになり、プロダクト・ポートフォ

リオの拡充が可能となります。さらに、欧州・CIS 市場において Gallaher 社の持つ強力な

流通インフラを活用することで、流通力の強化が可能となります。 

 

 加えて、両社の事業を統合することで、売上の増加と事業の効率化が図られ、多大なシ

ナジーを創出できるものと考えます。 

 

両社の 2005 年度実績を単純合計しますと、たばこ販売本数は約 6,000 億本、税抜売上高

は約２兆 6,103 億円、EBITDA は約 6,062 億円となります（注）。 

（注）当社の 2006 年３月期実績、Gallaher 社の 2005 年 12 月期実績の単純合計であり、日英両国の会計

基準の相違についての調整は行っておりません。本資料では英国ポンド・日本円の為替レートを便

宜上１英国ポンドあたり 231.12 円で換算しております。以下同様です。 

 

2. 買収金額 
Gallaher 社とは、同社株式１株当り 1,140 ペンス（約 2,635 円）で合意しました。買収

総額は約 74.9 億ポンド（約１兆 7,310 億円）、純有利子負債を加えた合計で約 97.5 億ポン

ド（約２兆 2,530 億円）を予定しております。当社は英国上場企業として開示されている

情報ならびに、買収監査等を通じて、Gallaher 社の資産内容、事業内容等について、慎重

に分析及び検討を重ねた上、今回の買付価格が公正でかつ妥当なものであると判断いたし

ました。 

 

3. 買収手法及び手続き 
 本件買収は英国法に基づく、スキーム・オブ・アレンジメント（Scheme of Arrangement）

により実施される予定です。スキーム・オブ・アレンジメントとは、英国法上の買収手続

きで、Gallaher 社取締役会の同意に基づき、競争法当局、同社の株主総会及び裁判所の承

認を満たすことにより買収が成立する、友好的な買収手法です。 

 

 Gallaher 社株主承認決議につきましては、株主総会出席株主の過半数が承認し、かつ、

かかる承認株主の所有に係わる議決権数が議決権行使総数の 75%以上であることが議決要

件となります。この手続きを通じて当社は Gallaher 社既存株主への対価を支払うことで、
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Gallaher 社の株式を 100％取得します。なお、Gallaher 社株式の取得は、当社が 100% 出

資で英国に新規設立した買収主体法人（JTI (UK) MANAGEMENT LTD）を通じて行います。 

 

 スケジュールに関しては、今後速やかに手続きを開始し、2007 年上半期を目処に完了す

る見込みです。 

 

4. 資金調達 
 本件買収のための買収資金は、当社及び当社子会社が保有する手元資金、及びメリルリ

ンチグループからの新規借入により充当する予定です。 

 

5. 業績への影響 
 当社の今期（2007 年３月期）の業績（連結、単体）に与える影響は、買収資金調達に伴

う費用等によるものです。具体的な影響額については、適切なタイミングにてお知らせす

る予定です。 

 

（将来に関する記述等についてのご注意）  

本資料には、1933 年の米国証券法（その改正を含みます。）のセクション 27A 及び 1934 年の米国証券取引法（その改

正を含みます。）のセクション 21E に定めるところによる、「forward-looking statements（将来の見通しに関する表

現）」が含まれています。本資料に含まれている、当社の属する業界、当社の事業、計画及び目標、財務状態、業績そ

の他に関する表現（歴史的事実に関する表現を除きます。）のうち、「～を目指して（aims）」、「～が期待される

（anticipates）」、 「～と思われる（believes）」、「引き続き～（continues）」、「～と見込まれる（estimates）」、「～

と予想される（expects）」、「～する意向である（intends）」、「～する予定である（plans）」、「～を目標としている

（targets）」、「～できるだろう（could）」、「～するであろう（would）」、「～するかもしれない（may）」、「～するつも

りである（will）」などの表現や、それに類似の又はその否定形の表現が含まれているものが、ここでいう「将来の見

通しに関する表現」です。このような表現は、将来の予測を論じ、戦略の説明をし、市況を論じ、当社の業務や財務

状態に関する予測を含み、又は他の将来の見通しに関する情報に言及するものです。このような将来の見通しに関す

る表現は、様々な既知又は未知のリスク、不確定要素、その他の要因によって左右され、実際の結果が将来の見通し

に関する表現により示唆された結果とは大きく異なることがあります。当社は、将来の見通しに関する表現に関する

情報の更新を行い、又はその基礎となっている前提事実や要素の変更について助言する責任や義務は一切負いません。

実際の結果が、将来の見通しに関する表現に示された結果と大きく異なる原因となり得る、リスク、不確定要素その

他の要素としては、以下のものが挙げられます（但し、それらに限定されません。） 

（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
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添付資料 

Gallaher 社概要 

 

所在地： 英国 サリー州ウェイブリッジ 

設立： 1857 年  

株式の上場： 1997 年 ロンドン株式市場上場 

資本金： 65 百万ポンド  

発行済株式数： 656.79 百万株  （2006 年 12 月 1 日現在） 

連結売上高（税込）： 8,214 百万ポンド（2005 年 12 月期）  

連結売上高（税抜）： 2,603 百万ポンド（2005 年 12 月期） 

EBITDA（注）： 748 百万ポンド （2005 年 12 月期）  

連結総資産： 3,874 百万ポンド（2005 年 12 月末）  

経営陣： 会長  ジョン・ギルダースリーブ 

    社長  ナイジェル・ノースリッジ 

    他取締役  10 名（計 12 名うち執行役員 5名） 

決算期： 12 月末  

連結従業員： 11,100 人 （2005 年平均） 

 

(注)一時費用 35 百万ポンドを除く。 
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A New Global Force
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当資料取扱上の注意点当資料取扱上の注意点

本プレゼンテーションには、本プレゼンテーションには、19331933年の米国証券法（その改正を含みます。）のセクション年の米国証券法（その改正を含みます。）のセクション27A27A及び及び19341934年の米国証券取引法（その改正を含みます。）の年の米国証券取引法（その改正を含みます。）の
セクションセクション21E21Eに定めるところによる、「に定めるところによる、「forwardforward--looking statementslooking statements（将来の見通しに関する表現）」が含まれています。本プレゼンテーションに含まれ（将来の見通しに関する表現）」が含まれています。本プレゼンテーションに含まれ

ている、当社の属する業界、当社の事業、計画及び目標、財務状態、業績その他に関する表現（歴史的事実に関する表現を除きます。）のうちている、当社の属する業界、当社の事業、計画及び目標、財務状態、業績その他に関する表現（歴史的事実に関する表現を除きます。）のうち、「～を、「～を
目指して（目指して（aimsaims ）」、「～が期待される（）」、「～が期待される（anticipatesanticipates）」、）」、 「～と思われる（「～と思われる（believesbelieves）」、「引き続き～（）」、「引き続き～（continuescontinues）」、「～と見込まれる）」、「～と見込まれる
（（estimatesestimates）」、「～と予想される（）」、「～と予想される（expectsexpects）」、「）」、「～する～する意向である（意向である（intendsintends）」、「）」、「～する～する予定である（予定である（plansplans）」、「～を目標としている（）」、「～を目標としている（targetstargets）」、）」、
「～できるだろう（「～できるだろう（couldcould）」、「）」、「～するであろう～するであろう（（wouldwould）」、「）」、「～するかもしれない～するかもしれない（（maymay）」、「）」、「～する～するつもりである（つもりである（willwill）」などの表現や、それに類似の又はそ）」などの表現や、それに類似の又はそ

の否定形の表現が含まれているものが、ここでいう「将来の見通しに関する表現」です。このような表現は、将来の予測を論じ、戦略の説明をの否定形の表現が含まれているものが、ここでいう「将来の見通しに関する表現」です。このような表現は、将来の予測を論じ、戦略の説明をし、市況を論し、市況を論
じ、当社の業務や財務状態に関する予測を含み、又は他の将来の見通しに関する情報に言及するものです。このような将来の見通しに関する表じ、当社の業務や財務状態に関する予測を含み、又は他の将来の見通しに関する情報に言及するものです。このような将来の見通しに関する表現は、現は、
様々な既知又は未知のリスク、不確定要素、その他の要因によって左右され、実際の結果が将来の見通しに関する表現により示唆された結果と様々な既知又は未知のリスク、不確定要素、その他の要因によって左右され、実際の結果が将来の見通しに関する表現により示唆された結果とは大きは大き
く異なることがあります。当社は、将来の見通しに関する表現に関する情報の更新を行い、又はその基礎となっている前提事実や要素の変更にく異なることがあります。当社は、将来の見通しに関する表現に関する情報の更新を行い、又はその基礎となっている前提事実や要素の変更について助ついて助
言する責任や義務は一切負いません。実際の結果が、将来の見通しに関する表現に示された結果と大きく異なる原因となり得る、リスク、不確言する責任や義務は一切負いません。実際の結果が、将来の見通しに関する表現に示された結果と大きく異なる原因となり得る、リスク、不確定要素そ定要素そ
の他の要素としては、以下のものが挙げられます（但し、それらに限定されません。）：の他の要素としては、以下のものが挙げられます（但し、それらに限定されません。）：

（（11）） 喫煙に関する健康上の懸念の増大喫煙に関する健康上の懸念の増大

（（22）） 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）、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喫煙に関する民間規制及び政府による調査の影響等

（（33）） 国内外の訴訟の動向国内外の訴訟の動向

（（44）） 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

（（55）） 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

（（66）） 市場における他社との競争激化、銘柄嗜好の変化市場における他社との競争激化、銘柄嗜好の変化

（（77）） 買収やビジネスの多角化に伴う影響買収やビジネスの多角化に伴う影響

（（88）） 国内外の経済状況国内外の経済状況

（（99）） 為替変動及び原材料費の変動為替変動及び原材料費の変動

将来の見通しに関する表現について将来の見通しに関する表現について
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当社代表取締役社長によるメッセージ当社代表取締役社長によるメッセージ

““We are delighted that the Gallaher Board will unanimously recommWe are delighted that the Gallaher Board will unanimously recommend our offer to its end our offer to its 
shareholders. JT and Gallaher complement each other perfectly. Cshareholders. JT and Gallaher complement each other perfectly. Combining the world ombining the world 
class brands and expertise of JT and Gallaher will create a leadclass brands and expertise of JT and Gallaher will create a leading global tobacco ing global tobacco 
company with strong positions in both Europe and the CIS region.company with strong positions in both Europe and the CIS region.

The integration of our business operations and our portfolios wiThe integration of our business operations and our portfolios will position our ll position our 
international tobacco business for continued growth and will enhinternational tobacco business for continued growth and will enhance customer ance customer 
satisfaction worldwide. We look forward to welcoming Gallahersatisfaction worldwide. We look forward to welcoming Gallaher’’s management and s management and 
employees into the enlarged JT group.employees into the enlarged JT group.””

「「 GallaherGallaher社取締役会が社取締役会がGallaherGallaher社の株主に対して、全会一致で当社の買収提案に賛同していただくことにつき、社の株主に対して、全会一致で当社の買収提案に賛同していただくことにつき、
喜ばしく思います。喜ばしく思います。JTJTととGallaherGallaher社は完璧な相互補完関係にあります。社は完璧な相互補完関係にあります。 JTJTととGallaherGallaher社が有する世界規模のブラ社が有する世界規模のブラ
ンドと技術が融合することで、欧州とンドと技術が融合することで、欧州とCISCISに強い事業基盤を有するグローバルたばこ会社のリーダーが誕生すると考えに強い事業基盤を有するグローバルたばこ会社のリーダーが誕生すると考え
ています。ています。

両社の事業とブランド・ポートフォリオの統合は、当社の海外たばこ事業に継続的な成長をもたらし、世界中で顧客満両社の事業とブランド・ポートフォリオの統合は、当社の海外たばこ事業に継続的な成長をもたらし、世界中で顧客満
足を高めるものと考えています。足を高めるものと考えています。 当社は当社はGallaherGallaher社の経営陣及び従業員を拡大した社の経営陣及び従業員を拡大したJTJTグループにお迎えすることをグループにお迎えすることを
楽しみにしています。」楽しみにしています。」

4

GallaherGallaher社について社について

世界第世界第55位のたばこ会社位のたばこ会社

0505年販売数量年販売数量1,7401,740億本、税抜売上高億本、税抜売上高2626億ポンド億ポンド、、EBITDAEBITDA7.7.55億ポンド億ポンド((注）注）

英国、アイルランド、オーストリア、スウェーデン、ロシア、ウクライナ、カザフスタンで強固な英国、アイルランド、オーストリア、スウェーデン、ロシア、ウクライナ、カザフスタンで強固な
地位地位

Benson & Hedges, Silk Cut, Benson & Hedges, Silk Cut, Mayfair, Mayfair, Memphis, Memphis, SobranieSobranie, , LD, LD, 
RonsonRonson, Sovereign, Sovereign等の強力なブランドを保有等の強力なブランドを保有

シガレットの他に手巻きたばこ、シガー、パイプたばこ、スヌースを製造シガレットの他に手巻きたばこ、シガー、パイプたばこ、スヌースを製造

注）一時的な費用等を除いたベース
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買収提案の背景買収提案の背景

規模拡大規模拡大

世界第世界第33位のグローバルたばこ会社としての地位を強化し、欧州及び位のグローバルたばこ会社としての地位を強化し、欧州及びCISCIS地域における地域における

スケールメリットの享受スケールメリットの享受

相互補完性相互補完性

地理的バランスのとれた、成長機会を有する新たなグループの誕生地理的バランスのとれた、成長機会を有する新たなグループの誕生

強力なブランドの獲得による強力なブランドの獲得によるGFBGFBとの融合との融合

技術力強化技術力強化

バージニアブレンド製造技術、スヌースを含むシガレット以外のたばこ製造技術獲得バージニアブレンド製造技術、スヌースを含むシガレット以外のたばこ製造技術獲得

シナジー効果シナジー効果

両社事業の統合によるトップライン成長と効率的事業運営を通じたシナジーの実現両社事業の統合によるトップライン成長と効率的事業運営を通じたシナジーの実現

6

5,8705,870億本億本(1)(1)の販売数量を誇るたばの販売数量を誇るたば

こ業界のリーダーこ業界のリーダー

税抜売上高税抜売上高(1)(1)はは22兆兆6,1036,103億円、億円、
EBITDAEBITDA(1)(1)はは6,066,0622億円億円

欧州及び欧州及びCISCIS地域の多くの市場で規地域の多くの市場で規

模拡大模拡大

世界第世界第33位のたばこメーカー位のたばこメーカー

990

678

175

135

587

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Altadis

Imperial
Tobacco

JT/Gallaher

BAT

Philip Morris

（単位：10億本）

出所: 各社事業報告書
注: 為替レートは 231.12 ¥/£
(1) JT （2006年3月） と Gallaher （2005年12月）の直近年度末データによる単純合算ベース

主要たばこ会社販売数量 （直近事業年度）
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3 ＋ 5 = 103 ＋ 5 = 10

日本、台湾、マレーシア

JT: 3市場

英国、アイルランド、
オーストリア、スウェーデン、
カザフスタン

Gallaher: 5市場

ロシア、ウクライナ

JT + Gallaher：2市場

欧州及び欧州及びCISCIS地域の多くの市場で規模拡大地域の多くの市場で規模拡大

シェアNo.2以上の主要市場数の大幅増加

8

ブランドポートフォリオの拡充ブランドポートフォリオの拡充

Gallaher JT

Hand Rolling tobacco Cigars Pipe

C
ig

ar
et

te
s

O
TP

Snus
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940

336

336

3,0573,057

2,669

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

買収前 買収後

4,843

3,512

3,512

11,73211,732

10,859

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

買収前 買収後

出所: 各社事業報告書. 
注: 為替レートは231.12¥/￡
(1) 買収後計数は、JT (2006年3月) と Gallaher (2005年12月)の直近年度末データによる単純合算ベース

26,10326,103億円億円

20,08720,087億円億円

4,3334,333億円億円

6,06,06622億円億円

(1)(1) (1)(1)

統合により強化される財務プロファイル統合により強化される財務プロファイル

税抜売上高 EBITDA

（億円）（億円） （億円）（億円）

国内たばこ事業 海外たばこ事業 多角化事業等

10

買収提案の概要買収提案の概要

11株あたり株あたり1,1401,140ペンス、総額約ペンス、総額約7575億ポンド億ポンドに相当に相当

20062006年年1212月月66日前日までの過去日前日までの過去33ヶ月間のヶ月間のGallaherGallaher社終値平均株価である社終値平均株価である897897ペペ
ンスに対し、プレミアムは約ンスに対し、プレミアムは約2727％％

英国法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントにより実施英国法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントにより実施

GallaherGallaher社取締役は当社買収提案について全会一致で賛同社取締役は当社買収提案について全会一致で賛同
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「スキームオブアレンジメント」の概要「スキームオブアレンジメント」の概要

英国における友好的企業買収の一般的な手法英国における友好的企業買収の一般的な手法

GallaherGallaher社取締役会会長からのレターを含む、買収提案の詳細を社取締役会会長からのレターを含む、買収提案の詳細をGallaherGallaher社株主に社株主に

送付送付

GallaherGallaher社株主総会で買収提案への賛否を社株主総会で買収提案への賛否をGallaherGallaher社株主に諮る社株主に諮る

出席株主の過半数が承認し、出席株主の過半数が承認し、かつ、承認株主の所有に係わる議決権数が議決権行使かつ、承認株主の所有に係わる議決権数が議決権行使
総数の総数の75%75%以上であることが議決要件以上であることが議決要件

競争法当局、競争法当局、GallaherGallaher社社株主総会及び裁判所の承認を満たすことにより買収が成立株主総会及び裁判所の承認を満たすことにより買収が成立

12

買収金額の妥当性買収金額の妥当性

EBITDAEBITDA倍率倍率

企業価値企業価値 / EBITDA/ EBITDA(1)(1) == 97.5297.52億ポンド億ポンド(2)(2)/ 7.6/ 7.600億ポンド億ポンド = 12.8= 12.8倍倍

EPSEPS

買収により高まる買収により高まるEPSEPS（のれん償却前）（のれん償却前）

投下資本に対するリターン投下資本に対するリターン

通期寄与後通期寄与後44年目までに、加重平均資本コストを上回るリターンの創出年目までに、加重平均資本コストを上回るリターンの創出

(1) 2006年6月30日までの12ヶ月間
(2) Gallaher社全株式に対する価額に純有利子負債および少数株主持分（2006年6月）を加えたもの
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資金調達と今後の手続き資金調達と今後の手続き

資金調達資金調達

手元資金と借入金による充当手元資金と借入金による充当

今後の手続き今後の手続き

EUEU及びその他地域の競争法当局の承認及びその他地域の競争法当局の承認

GallaherGallaher社株主総会における承認社株主総会における承認

裁判所による承認裁判所による承認

20072007年上半期中に完了の見込み年上半期中に完了の見込み
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