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2018年３月 16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 小泉 光臣 

（コード番号 2914 東証 第一部） 

問合せ先     IR広報部（TEL 03-3582-3111（代表）） 

 

当社グループによるロシアたばこ会社等の買収に関する契約締結について 

 

 

当社グループは、本日、JSC Donskoy Tabak（以下「DT」という）等の発行済株式を取得し子会

社化することについて合意し、これに係る契約を締結したのでお知らせします。これにより当社

グループは、世界第３位の規模のたばこ市場であるロシアにおいて、No.1たばこ会社としての地

位を強化します。 

 

DT等の発行済株式の取得価額は、900億ロシアルーブル（1,710億円 1）を予定しております。 

 

当社代表取締役副社長 たばこ事業本部長の岩井睦雄は次のように述べています。 

「本買収は、ロシアにおける No.1 たばこ会社としての地位をさらに確固たるものにするという、

当社グループの決意を示すものである。当社グループにとってこの市場は、利益成長の基盤であ

り続けてきた。本買収によって、当社グループのロシア市場におけるシェアは約 40％に達する。

DTは短期的にも利益成長に貢献するほか、中長期に亘るシナジーの発現を見込んでいる」 

 

DTは、ロシア市場において約７％のシェアを保持する第４位のたばこ会社であり、最大かつ拡

大を続けている低価格帯において Donskoy Tabak、Kiss及び Play等の、確固たるブランドを有し

ています。 

 

当社子会社である JT International（以下「JTI」という）の CEOである Eddy Pirardは次のよ

うに述べています。 

「ウィンストンや LD といった GFB（グローバル・フラッグシップ・ブランド）が牽引し、2017

年を通じて、JTIはロシア市場におけるシェアを回復させてきた。DTの低価格帯のブランドが JTI

のブランドポートフォリオを補完するとともに、その営業基盤を活用することで JTIの流通販売

網はさらに強固なものとなる。これらにより、JTIはロシアにおける競争優位性をさらに高める

ことができる」 

 

本買収は必要な手続きを経て、2018 年 12月期 第３四半期の初頭に完了する予定です。 

                                                   
1 本リリースにおけるロシアルーブルの円換算レートは、次のとおりです。 
  １ロシアルーブル＝1.90 円（2018 年２月平均 TTM レート） 
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1. 異動する子会社等の経営成績（2017 年） 

売上収益 15,825 百万ロシアルーブル（30,068百万円） 

営業利益 3,474百万ロシアルーブル（6,601百万円） 

当期利益 1,903百万ロシアルーブル（3,616百万円） 

（注）売上収益、営業利益及び当期利益は、異動する子会社３社及びその連結子会社を一つの企

業集団であると仮定して、算定しております。 

 

 

2. 異動する子会社の概要 

<DT 概要> 

(1) 所在地 1-ay Lugovaya 17, Rostov-on-Don, 344002 Russia 

(2) 代表者の役職・氏名 Sergei A. Sapotnitsky氏（General Director） 

(3) 事業内容 紙巻たばこの製造及び販売 

(4) 資本金 49百万ロシアルーブル（93百万円） 

(5) 設立年 2012年 

(6) 大株主及び持株比率 個人１名（100％） 

(7) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 無し 

人的関係 無し 

取引関係 無し 

(8) 当該会社の経営成績及び財政状態（2016 年） 

資本合計 11,656百万ロシアルーブル（22,146 百万円） 

資産合計 40,428百万ロシアルーブル（76,813百万円） 

１株当たり純資産 24,444ロシアルーブル（46,443円） 

売上収益 24,334 百万ロシアルーブル（46,235百万円） 

営業利益 5,775百万ロシアルーブル（10,972百万円） 

当期利益 3,919百万ロシアルーブル（7,446百万円） 

１株当たり当期利益 8,218ロシアルーブル（15,614円） 

１株当たり配当額 2,412ロシアルーブル（4,582円） 

（注）１．経営成績及び財政状態には、当該会社の連結子会社の数値は含まれておりません。 

２．当該会社は、普通株式に加え優先株式を発行しておりますが、発行数が少量であるこ

とから、１株当たり数値の算定には、当該優先株式を含めておりません。 

 

<JSC Pereslavl-Tabak（以下「PT」という）概要> 

(1) 所在地 
Mendeleev Square 2, build. 150, Pereslavl-Zalessky, 

152025 Russia 

(2) 代表者の役職・氏名 Sergei A. Sapotnitsky氏（General Director） 

(3) 事業内容 紙巻たばこの製造及び販売 
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(4) 資本金 0.32百万ロシアルーブル（１百万円） 

(5) 設立年 2014年 

(6) 大株主及び持株比率 個人１名（100％） 

(7) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 無し 

人的関係 無し 

取引関係 無し 

(8) 当該会社の経営成績及び財政状態（2016 年） 

資本合計 ６百万ロシアルーブル（11百万円） 

資産合計 112百万ロシアルーブル（213百万円） 

１株当たり純資産 1,825ロシアルーブル（3,468円） 

売上収益 18百万ロシアルーブル（34百万円） 

営業利益 11百万ロシアルーブル（22百万円） 

当期利益 ４百万ロシアルーブル（７百万円） 

１株当たり当期利益 1,101ロシアルーブル（2,092円） 

１株当たり配当額 - 

 

<Syneteristiki Kapnoviomihania Ellados Sekap S.A.（以下「SEKAP」という）概要> 

(1) 所在地 
the Municipality of Xanthi at 6th km. National Road Xanthi 

- Kavala, Greece 

(2) 代表者の役職・氏名 Davidian Artur氏（Chairman of the Board） 

(3) 事業内容 紙巻たばこの製造及び販売 

(4) 資本金 36.2百万ユーロ（4,833百万円 2） 

(5) 設立年 1975年 

(6) 大株主及び持株比率 個人１名（94.97％） 

(7) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 無し 

人的関係 無し 

取引関係 無し 

(8) 当該会社の経営成績及び財政状態（2016 年） 

資本合計 35.1百万ユーロ（4,678百万円） 

資産合計 57.3百万ユーロ（7,647百万円） 

１株当たり純資産 2.90ユーロ（388円） 

売上収益 20.6百万ユーロ（2,755百万円） 

                                                   
2 本リリースにおけるユーロの円換算レートは、次のとおりです。 
  １ユーロ＝133.46 円（2018 年２月平均 TTM レート） 
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営業利益 0.1百万ユーロ（19百万円） 

当期利益 0.1百万ユーロ（16百万円） 

１株当たり当期利益 0.01ユーロ（１円） 

１株当たり配当額 - 

 

 

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況  

(1) 異動前の所有株式 無し 

(2) 取得株式数 
DT 及び PT の全発行済株式並びに SEKAP の発行済株式の

94.97％ 

(3) 取得価額 

発行済株式：900億ロシアルーブル（1,710億円） 

純有利子負債（有利子負債から現金及び現金同等物を

控除した額）：100億ロシアルーブル（190億円） 

合計：1,000億ロシアルーブル（1,900億円） 

(4) 異動後の所有株式数 
DT 及び PT の全発行済株式並びに SEKAP の発行済株式の

94.97％ 

（注）取得価額及びその内訳は、買収完了時点における為替レート及び純有利子負債の額等によ

って変動する可能性があります。 

 

 

4. 日程 

(1) 取締役会決議日 2018年３月 16日 

(2) 契約締結日 2018年３月 16日 

(3) 株式譲渡実行日（予定） 2018年 12月期 第３四半期の初頭 

 

 

5. 今後の見通し 

本買収に要する資金は、当社グループの手元資金及び借入により充当することを予定しており

ます。なお、本買収による当社グループの当期連結業績への重要な影響はありません。 

 

 

6. 株式取得の相手先の概要 

(1) 氏名 非開示 

(2) 住所 非開示 

(3) 上場会社と当該個人の関係 無し 

（注）株式取得の相手先である個人１名の氏名及び住所は、守秘義務契約により非開示とします。 

 

 

以 上 
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（参考）当社グループの当期連結業績予想（2018年２月６日公表分）及び前期連結実績 

 
売上収益 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

（百万円） 

基本的１株当たり

当期利益 

（円） 

当期連結業績予想 

（2018年 12月期） 
2,220,000 561,000 394,000 219.98 

前期連結実績 

（2017年 12月期） 
2,139,653 561,101 392,409 219.10 
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【別紙】 

 

 

ロシアの概要 

 

人口  １億 4,344万人（2016年） 

    （年平均 0.0％増加（2013-16年）） 

実質経済成長率 △0.2％（2016年） 

（出典：IMF） 

 

 

ロシアたばこ市場の概要（2017年） 

 

市場規模  約 2,575 億本 

市場シェア  JTI:33.2％、PMI:27.1％、BAT:22.5％、DT:6.7％、Imperial:5.7％ 

（出典：Nielsen） 

 


