news release

www.bat.com

本リリースは、2021年3月9日に発表されたものの日本語抄訳版です。

BAT 2020 年 ESG レポート
意欲的な環境目標を設定
•
•

•

新たに設定した目標は、すべての利害関係者にとって「A Better Tomorrow （より良い明日）」
につながる重要な取り組みです
新たな環境目標：
o 2050 年までに、バリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成する
o 2030 年までに、再生可能エネルギー比率 100%を達成する
o 2025 年までに、すべての生産拠点がアライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ
（AWS）認証を取得する
o 2025 年までに、すべての生産拠点が埋め立て廃棄物ゼロを達成する
2020 年に新たな ESG 目標* を発表してから 1 年間で、大きな進展が見られた

【3 月 9 日 ロンドン】 – BAT は、2050 年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成する
という目標を発表しました。この意欲的な取り組みは BAT の ESG レポートで取り上げられており、目標
に向けて大きく前進していることが明らかになりました。
2020 年に BAT は、自社の事業活動による排出量（スコープ 1 および 2）について、2030 年までにカー
ボンニュートラルを達成する目標を明らかにしました。今回示された新たな取り組みでは、バリューチェ
ーン全体における排出量（スコープ 3）の削減を目指しています。これは、サプライヤーと共に気候変動
という課題に取り組み、契約農家による炭素集約度の低い農業技術の導入を支援する BAT のこれまで
の活動に根差しています。
水再利用目標を計画より早く達成したことを受けて当社はより高い目標を設定し、2025 年までに水の再
利用比率 30％達成を目指します。さらに、2025 年までに、すべての生産拠点がアライアンス・フォー・ウ
ォーター・スチュワードシップ（AWS）による認証を取得することを目標とします。この権威ある独立した
認証制度により、当社の水についてのスチュワードシップが証明されることになります。
BAT はすでに 20 年以上にわたってサステナビリティという課題に取り組んできました。2020 年 3 月、当
社は「A Better Tomorrow™」を実現するという進化した戦略の一環として、新たな ESG 目標を発表しま
した。最新の ESG レポートでは、その後、目標達成に向けて当社が大きく前進していることを明示してい
ます：
• 2020 年末時点で非燃焼性製品の消費者数が 300 万人増加して 1,350 万人を達成
• 2020 年の新カテゴリーの売上が 2019 年比で 15％増加
• 再生可能エネルギーの割合が 26％に増加－同比率は前年に比べて 10％増加し、2019 年以
降の炭素総排出量は 30％以上削減
• 2019 年以降、取水量を 11％近く削減
• 人権に関する研修を 38,000 回以上実施、サプライチェーン全体で 39 万人以上が研修に参加
• 女性管理職比率 38％の達成
最高経営責任者ジャック・ボールズは、次のように述べています。「当社は現在、変革の重要な局面に
あり、未来の企業の構築に取り組んでいます。当レポートは、当社の進化と、一段と高められた目標を
透明な形で明確に示しています。引き続き当社は ESG のあらゆる側面において卓越することを目指し
ており、今回、2050 年までにカーボンニュートラルを達成するという目標に、スコープ 3 排出量も含める
新たな取り組みを発表いたしました。」
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「BAT は、すべての人々にとっての『A Better Tomorrow™ （より良い明日）』を築くという目標に向けて
着実に前進しており、消費者の選択肢の拡大やリスクの低減が科学的に実証された代替商品への移行
の促進**をはじめとして、環境保護、人権の尊重、人材への投資などを実践しています。当社の究極的
な目標は、当社の事業が健康に及ぼす影響を低減し、環境および社会に対してプラスのインパクトを提
供することです。」
BATのサステナビリティへの取り組みと高水準の達成に向けた努力は、独立した機関により高く評価さ
れています。例えば、当社は、19年連続でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）構成
銘柄に選定されており（2020年に、この栄誉あるDJSIワールド・インデックス構成銘柄に選定された、唯
一のたばこ会社です）、MSCIによるBBB格付け取得、さらにカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
（CDP）の最高評価の「Aリスト」に分類されています。
以上

詳細については以下のリンクをご利用の上、資料（英語）をご参照下さい：
• BAT ESG Report 2020
• BAT Annual Report 2020
• BAT’s Modern Slavery Statement
• BAT’s Gender Pay Report
BAT グループについて
BAT は、1902 年に設立された、消費者向けマルチカテゴリー製品のリーディングカンパニーです。以下
の取り組みにより、我々の事業が健康に及ぼす影響を 低減することによって、「より良い明日（A Better
Tomorrow）」を築くことを目指しています。
•
消費者の皆様にお楽しみいただける、そしてリスクが低減された製品の選択肢を増やすこと
•
燃焼性たばこには重大な健康リスクがあり、それを避ける唯一の方法は、喫煙を始めないか
禁煙するしかないことを明確に示すこと
•
喫煙を続けることを選択した消費者に対して、科学的にリスク低減が実証された代替製品**へ
の完全な移行の促進
•
BAT の変革を追跡し、進捗状況を公表すること
BAT は、2030 年までに非燃焼性製品の消費者を 5,000 万人に増やすこと、2025 年までに新カテゴリ
ー製品の売上が少なくとも 50 億ポンドを達成する目標を公表しています

注記
*2020 年度に発表された詳細内容：2030 年までに非燃焼性製品を利用する消費者を 5,000 万人へ増やすこ
と、2025 年までに新カテゴリー製品の売上が少なくとも 50 億ポンドを達成すること、2025 年までの達成を掲
げる環境対策の目標への取り組みを加速させる一方で、直接的な排出（スコープ 1 とスコープ 2）について
2030 年までにカーボンニュートラルの達成を目指すこと、2025 年までに、不要な使い捨てプラスティックを排
除し、全てのプラスティック製パッケージを再利用可能かリサイクル可能もしくは焼却可能なものにすること。
** たばこ喫煙からの完全な移行を想定した化学的根拠の重要性に基づくもの。これらの製品が全くリスクを
阻まないことはなく常習性もある。
Forward-Looking Statements
This is a release by British American Tobacco p.l.c. References to ‘British American Tobacco’, ‘BAT’,
‘we’, ‘us’ and ‘our’ when denoting opinion refer to British American Tobacco p.l.c. (the ‘Company’,
and together with its subsidiaries, the ‘Group’; associate companies are excluded), and when
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denoting business activity refer to Group operating companies, collectively or individually as the
case may be.
This release contains certain forward-looking statements, including “forward-looking” statements
made within the meaning of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These
statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as “believe,”
“anticipate,” “could,” “may,” “would,” “should,” “intend,” “plan,” “potential,” “predict,” “will,” “expect,”
“estimate,” “project,” “positioned,” “strategy,” “outlook”, “target” and similar expressions. These
include statements regarding our intentions, beliefs or current expectations reflecting knowledge
and information available at the time of preparation, and concerning our results of operations,
financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the economic and business
circumstances occurring from time to time in the countries and markets in which Group companies
operate, including the projected future financial and operating impacts of the COVID-19 pandemic.
All such forward-looking statements involve estimates and assumptions that are subject to risks,
uncertainties and other factors. It is believed that the expectations reflected in this release are
reasonable but they may be affected by a wide range of variables that could cause actual results to
differ materially from those currently anticipated.
Among the key factors that could cause actual results to differ materially from those projected in
the forward-looking statements are uncertainties related to the following: the impact of adverse
domestic or international legislation and regulation; the inability to develop, commercialise and
deliver the Group’s New Categories strategy; the impact of significant increases or structural
changes in tobacco, nicotine and New Categories-related taxes; changes or differences in domestic
or international economic or political conditions; the impact of serious injury, illness or death in the
workplace; adverse decisions by domestic or international regulatory bodies; and the inability to
lead the development and roll-out of BAT innovations (New Category products and combustibles),
including as a result of unsuccessful research and development or a failure to develop robust
scientific risk assessment frameworks. The forward-looking statements reflect knowledge and
information available at the date of preparation of these materials, and the Company undertakes no
obligation to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise. Readers are cautioned not to place undue reliance on such
forward-looking statements.
The material in this release is provided for the purpose of giving information about BAT to
stakeholders only and is not intended for general consumers. The Company, its directors, officers,
employees, agents or advisers do not accept or assume responsibility to any other person to whom
this material is shown or into whose hands it may come and any such responsibility or liability is
expressly disclaimed. The material in this release is not provided for product advertising,
promotional or marketing purposes. This material does not constitute and should not be construed
as constituting an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any of our products. Our products
are sold only in compliance with the laws of the particular jurisdictions in which they are sold.
Additional information concerning these and other factors can be found in BAT’s filings with the US
Securities and Exchange Commission (“SEC”), including the Annual Report on Form 20-F and
Current Reports on Form 6-K, which may be obtained free of charge at the SEC’s website,
http://www.sec.gov.

