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2022年 6月 30日上半期決算報告書 
この資料は、英国ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（以下、BAT）が 2022年 7月 27日（現地時間）に

発表したプレスリリースを日本語に翻訳・要約したもので、資料の内容および解釈については英語が優先

されます。また、日本の法規制などの観点から一部、削除、改変または追記している部分があります。英

語版はこちらをご参照ください。 
 
 

 ニュー・カテゴリー製品の成長が変革の加速を牽引 
決算のハイライト 公表値   調整後 

 実勢 前年比 
 

実勢 前年比 
 為替レート   為替レート (実勢為替レート) (同一為替レート) 

紙巻たばこおよび加熱式たばこの金額ベースのシェア  +0.1 ポイント 
 

   

紙巻たばこおよび加熱式たばこの数量ベースのシェア   横ばい 
 

   

非燃焼式製品の利用者数 1 2,040 万人 +210万人 
 

   

   
 

   

売上高 128.69 億ポンド +5.7%  128.69 億ポンド +5.7% +3.7% 
ニュー・カテゴリー製品売上高 12.83 億ポンド +45.4%  12.83 億ポンド +45.4% +45.0% 
営業利益 36.78 億ポンド -25.0%  56.45 億ポンド +7.8% +4.9% 
ニュー・カテゴリー製品の貢献度    (2.22 億ポンド) -56.1%^ -55.4%^ 
営業利益率 +28.6% -11.7 ポイント  +43.9% +0. 9 ポイント +0. 5 ポイント 
希薄化 1 株当たり利益（EPS） 80.8 ペンス -42.9%  167.4 ペンス +8.6% +5.7% 
営業活動による正味キャッシュフロー 32.21 億ポンド +42.9%     
営業活動による調整後キャッシュフロー    21.37 億ポンド +60.2% +64.2% 
キャッシュ・コンバージョン +87.6% +41.7 ポイント  +77.3% +10.6 ポイント  
借入金 448.75 億ポンド -0.3%     
調整後純負債    399.9 億ポンド -1.2% -7.5% 

 

調整後利益および同一為替レート等の非 GAAP ベースは、英語版決算報告書の 55 頁～60頁に比較可能な IFRS（国際会計基準）の定義を提示してありますのでご参照ください。 

注– 1.  社内推定値 ^ ニュー・カテゴリー製品の損失が 56.1%（同一為替レートベースでは 55.4%）減少したためニュー・カテゴリー製品の貢献度が改善 
 

変革を加速 上半期の業績 

• ニュー・カテゴリー製品の売上高は 45％増の 12億 8,300万ポ

ンド* 

• 非燃焼式製品の利用者数は 210 万人増加して 2,040 万人に達

し、非燃焼式製品のグループ売上高への貢献度は 2021 年の水準

を 2.2 ポイント上回る 14.6％に拡大 

• ベイパー製品の売上高は 48％増*、Vuseは世界のベイパー市場

における金額ベースのシェアのリーダー的地位を強化し、米国

ではトップブランドに 

• gloTMの売上高は 44％増*、欧州で「gloTM hyper」の数量ベース

のシェアが拡大  

• モダン・オーラル製品※1の売上高は 37％増*、欧州でトップの

販売数量シェアを維持する VELO※1が牽引役  

• すべてのニュー・カテゴリー製品が販売数量の伸びを上回る売

上高成長を記録 

• ニュー・カテゴリー製品の損失額は 50％以上減少して 2 億

2,200 万ポンド  

• ニュー・カテゴリー製品の成長に牽引されて、売上高は

3.7％増*  

• 燃焼式たばこ製品の売上高は米国の前年度の水準が高かった

にもかかわらず 0.6％増* となり、価格ミックスは 4.8％改善  

• 紙巻たばこの金額ベースのシェアは 0.1 ポイント上昇 

• 「プロジェクト・クオンタム」による 15 億ポンドのコスト削

減目標を 6 ヵ月早く達成、2022 年末までの削減額は 15 億ポ

ンドを超える見込み 

• 調整後営業利益は 1.5％の取引上の為替変動によるマイナス

影響を考慮後で 4.9％増* 

• 調整後営業利益率は 0.9 ポイント上昇 

• 調整後希薄化 1 株当たり利益（EPS）は 5.7％増加して 163 ペ

ンス* 

• 高水準のキャッシュ・ジェネレーションを維持したことを反

映して営業キャッシュフロー・コンバージョンは 77％ 

• 上半期の業績は主としてロシア、および米司法省／米財務省

外国資産管理局（OFAC）による捜査に関連した費用を反映  

 
※1 日本では、たばこ葉を含有しないモダン・オーラル製品は販売されておらず、たばこ葉を含むオーラルたばこ製品が販売されています。 

 

ジャック・ボウルズ最高経営責任者：  
「ニュー・カテゴリー製品の持続的な成長に牽引されて変革が加速しており、ニュー・カテゴリー製品の

売上高は 2021年度の 51％増*に続いて 2022年上半期は 45％増* となったことを誇りに思います。BATは、

優れた業績と事業の変革を同時に実現しています。 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCGPNUF/$file/HY_2022_Announcement.pdf


特に、上半期に当社の非燃焼式製品の利用者数が節目となる 2,000万人を突破したことを大変うれしく思

います。当社の確固としたマルチカテゴリー戦略とあわせた『A Better TomorrowTM（より良い明日）』と

いう企業目標が、引き続き成長を牽引しています。 

当社のニュー・カテゴリー製品の 3つの強力なグローバル・ブランドが売上高を下支えしており、現在、

非燃焼式製品が売上高全体の 14.6％を占めています。ニュー・カテゴリー製品の 3つのブランドすべてに

おいて、売上高の伸びが販売数量の伸びを上回りました。当社は、2025年を目途としたニュー・カテゴリ

ー製品の 50億ポンドの売上高と採算性の確保という目標を達成できると確信しています。 

さらに、上半期にニュー・カテゴリー製品の売上高への貢献度が 50％以上改善し、損失額は 2億 8,100万

ポンド*減少しており、これと並行して事業変革のための投資の拡大を維持し、上半期のニュー・カテゴリ

ー製品に対する投資額は 11億ポンドに達しました。 

イノベーションという観点では、下半期に大きな期待が寄せられます。当社は、新たな gloTMデバイスであ

る「gloTM hyper X2」および力強い成長を維持している加熱式たばこの新たなたばこスティック製品の販売

を開始しました。さらに、ベイパー製品では国際的なリーダー的地位を一段と強化しており、使い捨てタ

イプの新製品「Vuse Go」の発売※2によりポートフォリオを強化しています。2022年上半期の英国での先行

発売が成功を収めていることを受け、この新製品の展開を強化し、今後多数の新市場で販売する予定で

す。 

※2 日本では「Vuse Go」を含むベイパー製品は販売されていません。 

 

燃焼式たばこ製品では、良好な価格設定が貢献して金額ベースのシェアの拡大が続いています。また、

「プロジェクト・クオンタム」の 15億ポンドのコスト削減目標を 6ヵ月早く達成し、現在も一段のコスト

削減を進めています。年末までに、15億ポンドを超えるコスト削減を実現できると予想しています。 

米国の製品ポートフォリオは強力で底堅く、燃焼式たばこ製品、ベイパー製品ともに金額ベースのシェア

が拡大しています。引き続き当社は燃焼式たばこ製品のプレミアムブランドの金額ベースのシェアを拡大

しており、現時点では、燃焼式たばこ製品ポートフォリオにおける低価格品へのシフトの加速は見られま

せん。 

BATも、ウクライナ・ロシア情勢により増幅されているマクロ経済面での圧迫の高まりによる影響を免れる

ことはできません。しかしながら、BATの強力なブランド、事業の弾力性、持続的な高水準のキャッシュ・

ジェネレーションが貢献して、現在の混乱した環境に巧みに対応していくことができると考えます。 

世界中の BAT社員の真摯な努力と献身により、この厳しい環境下、優れた業績を達成し、事業変革を加速

させていることを大変うれしく思います。 

上半期に好スタートを切ったことを受けて、通期の業績予想を達成できると確信しています。この先、課

題として取り組むべきことは多いことを承知していますが、上半期の業績は、BATが『A Better TomorrowTM

（より良い明日）』に向けた変革の加速において力強く前進していることを如実に示しています。」 
* 同一為替レートベース 

 

 

最高経営責任者のコメント 
事業変革の加速 

「2022年上半期には、BATのマルチカテゴリー戦略が変革の加速に貢献しました。当社の事業が健康に与

える影響の低減を目指す当社の『A Better TomorrowTM（より良い明日）』という企業目標は、3つの中核的

な信念に根ざしています： 

• BATのリスク低減**†の可能性を秘めた製品のポートフォリオは、厳密な科学的根拠により裏付けら

れなければならない**† 
• 進化する世界の消費者のニーズを満たすためには製品のイノベーションが極めて重要 
• 持続可能性が BAT の経営判断と戦略の中心 

BATは、科学的研究および研究開発への大規模な投資を継続しており、gloTMと Vuseの先駆的な臨床研究を

含め、ニュー・カテゴリー製品の裏付けとなる充実した科学的体系を確立しています。 

• BAT独自の 135件を超える研究、ならびに第三者機関による排出量および蓄積された臨床研究・集

団調査に関するデータに基づき、当社の製品が喫煙と比較してリスク低減**† の可能性があることが



科学的に実証されており、こうした科学的根拠によりこれらの製品の役割と使用の有効性が裏付け

られていると考えます。**† 
• Vuseと gloTM では紙巻たばこに比べて有害性物質の量が少ない（※3）ことが科学的に証明されてい

ます。VELO（たばこ葉を含まない）については、各種研究によるとスヌース製品（たばこ葉を含

む）に比べて有害性物質の含有量が少ない（※3）ことが明らかとなっています。 

 

** 紙巻たばこの喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味す
るものではない。これらの製品は依存性のあるニコチンを含む。 
† 米国で販売されているBATのベイパー製品のVuse（Alto、Solo、Ciro、Vibeを含む）および一部の製品（VELO、Grizzly、Kodiak、Camel 
Snusなど）は、米食品医薬品局（FDA）の規制を受けており、FDAの許可なしにこれらの製品に関するリスク低減を主張することはない  
 

※3これらの表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。 

世界保健機関が紙巻たばこ煙中から低減を推奨する 9 種類の有害性物質の平均値に関して、リファレンス紙巻たばこ（タール約 9mg) から出

る煙と、glo™および Vuse ePod、Vuse ePod 2、Vuse ePenから発生するベイパー(蒸気)とを比較した結果、約 90～95％削減されていること

を意味し、また、 世界保健機関が紙巻たばこ煙中から低減を推奨する 9 種類の有害性物質の平均値に関して、リファレンス紙巻たばこ（タ

ール約 9mg）から出る煙と VELO パウチの使用中に発生する物質とを比較した結果、約 99％低減されていることを意味します。 

本製品群は依存性のあるニコチンを含みます。 

 

ベイパー製品のポートフォリオ強化に加えて、2022年 7月に BATは革新的な加熱式たばこデバイスである

「gloTM hyper X2」を発売しました。これは、従来品に比べて小型化・軽量化した誘導加熱方式のデバイス

で、人間工学に基づいてデザインされており、独立したブーストボタンを搭載しています。この hyperプ

ラットフォームでは、再設計された gloTMの加熱式たばこスティックを使用できます。日本を皮切りに発売

が開始され、2022年下半期には他の市場での急速な展開が予定されています。 

BATは環境インパクトの削減に引き続き積極的に取り組んでおり、国連主導のグローバルキャンペーン

「Race to Zero（レース・トゥ・ゼロ）」に参加しています。また、2022年上半期に新たに加わった 2カ

所を含め、18の製造施設および販売施設がカーボンニュートラル認証^を取得しています。  

2022年下半期の最優先事項は、厳しいマクロ環境に対応しつつ変革の一層の加速を促すことです。当社の

ニュー・カテゴリー製品の力強い成長に加えて、科学、イノベーション、サステナビリティへの注力に支

えられながら、当社は 2022年も優れた業績を達成することができると確信しています。」 
 
^ カーボンニュートラルは、スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を対象としており、エネルギー効率化、排出量削減、再生可能 
エネルギーの利用、再生可能エネルギー証書の購入、カーボンオフセットなどの対策を組み合わせることにより達成される  

 

財務および変革責任者の今後の見通しに関するコメント 
変革を実現、目標を達成 

「上半期の業績は、BATが目標を達成し、変革を加速させていることを如実に表しています。引き続き当社

は、グループ業績の一段と強力な牽引役となっているニュー・カテゴリー製品に支えられ、成長モメンタ

ムを強化していきます。 

BATは変革への投資を継続しており、上半期にニュー・カテゴリー製品に対して 10億ポンド以上の投資を

行いました。また、ニュー・カテゴリー製品の貢献度が改善しており、損失額は同一為替レートベースで 2

億 8,100万ポンド減となり、2期連続で減少しました。当社のニュー・カテゴリー製品事業はすでに 9市場

で採算性を確保しています。 

また、イタリアのトリエステでの最先端のイノベーション・ハブの構築も進んでいます。同ハブには、ニ

ュー・カテゴリー製品の生産施設、イノベーションラボ、DX（デジタル・トランスフォーメーション）の

中核的研究拠点（CoE）が設けられる予定です。 

燃焼式製品の良好な価格設定と金額ベースのシェアの 0.1ポイントの拡大が引き続き当社の変革を資金面

で支えています。米国の燃焼式たばこ製品の販売数量は、燃料価格の上昇、コロナ後の消費パターンの正

常化といったマクロ要因による影響を反映した業界全体の販売数量の減少を主因に、13.4％減となりまし

た。 



調整後営業利益率は、2022 年上半期における「プロジェクト・クオンタム」によるおよそ 2億 7,500万ポ

ンドのコスト削減が貢献し、0.9ポイント改善しました。現在当社は、2022 年末までに年間で 15億ポンド

以上の削減を達成できると予想しています。上半期の業績は、ロシア資産の償却費（9億 5,700万ポンド、

英語版 33頁および 34頁を参照）、過去の制裁措置違反の疑いに関する捜査に関連した 4億 5,000万ポン

ドの費用計上（英語版 20頁を参照）、「プロジェクト・クオンタム」（エジプトからの撤退、シンガポー

ル工場の閉鎖計画など）に関連したその他の費用計上の影響を受けており、公表 1株当たり利益（EPS）は

42.9％減となりました。 

同一為替レートベースの調整後 1株当たり利益（EPS）成長率は、米国の前年同期の水準が極めて高かった

ことおよび 2021年 8月のイラン事業の売却によるマイナスの影響が持続的な好収益により吸収され、

5.7％となりました。当社も現在のマクロ経済環境の影響を免れることはできませんが、ロシア事業の譲渡

完了のタイミングに関わらず、通期の収益目標を達成できると確信しています。 

今後 5年間の配当支払い前フリー・キャッシュフローは 400億ポンドに達する見通しです。BATは積極的な

資本還元方針をとっており、株主に優れた長期的な価値を提供することに注力しています。2022年の 20億

ポンドの自社株購入計画の一環として、すでに当社は 3,770万株、総額 13億ポンドの自社株購入を実施し

ています。当社の流動性状況は引き続き良好で、債務の平均年限は 10年に近く、債務の 90％は固定金利型

です。引き続き中期的に信用格付けが現在の BBB+（見通しはネガティブ）/Baa2（見通しは安定的）***から

BBB+/Baa1に格上げされることを目指しています。 

BATは、上半期の好業績により、通期の予想を達成できると確信しています。当社は、『変革の加速』と持

続可能な『未来の企業』の確立に向けて、着実に前進しています。」 

 

*** 信用格付けは、証券の購入、売却あるいは継続保有を推奨するものではない。信用格付けは随時取り下げまたは見直される可能性があ

る。個々の格付けは、他の格付けと切り離して評価されるべきである 
 

 

2022年の予想達成に向け順調に推移： 
• 世界のたばこ業界は、米国とトルコ、さらにウクライナ・ロシア情勢を巡る不透明感が部分的に影響し

て数量ベースでおよそ 3.0％減となる見込み 
• 同一為替レートベースの売上高成長率は 2～4％となる見込みで、ニュー・カテゴリー製品は 2025年度

を目途とした 50億ポンドの売上高目標の達成に向けて引き続き大きく前進 
• 同一為替レートベースの調整後 1株当たり利益（EPS）成長率は、引き続き約 2％と予想される取引上の

為替変動によるマイナス影響を考慮し 1桁台半ばとなる見通し 
• 通期の調整後希薄化 1株当たり利益（EPS）成長率に対する為替差損によるマイナス影響は 6％前後と予

想 
• 営業キャッシュフロー・コンバージョンは 90％超、調整後純負債/調整後 EBITDA倍率は 2～3倍前後と

予想 
• 長期的な配当性向は 65％、英ポンド・ベースで増配を維持  

 
 
 

 


