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この資料は、英国 BATが 2023年 2 月 9 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、成長の加速により 2024年には採算性確保へ  
 

ジャック・ボールズ最高経営責任者： 

「当社は、BATの『A Better Tomorrow™（より良い明日）』を目指す事業変革を引き続き加速させていま

す。ニュー・カテゴリー製品は力強く成長し、売上高は 30億ポンドに近づいています。2025年までに売上

高目標の 50億ポンドを達成し、計画より 1年早く 2024年には採算性を確保できると確信しています。 

 

ニュー・カテゴリー製品は販売数量、売上高、市場シェアのいずれも力強い成長を記録しており、グルー

プ全体の業績に大きく貢献しています。2022年には、長期的に持続可能な成長を目指してニュー・カテゴ

リー製品に対し 20億ポンドを超える投資を行い、ニュー・カテゴリー製品の営業損失は 62％減と、大幅に

改善しました。 

 

当期業績は多くの一時的な費用の影響を受けましたが、同一為替レートベースの調整後営業利益率は 1.5

ポイント改善し、営業キャッシュ・コンバージョンは昨年に続いて 100％を達成し、厳しさを増すマクロ経

済環境に的確に対応する能力を備えていることが証明されました。これにより、当社は 2022年に 69億ポ

ンドの株主還元を行うことができました。私は、当社の社員が、BATが掲げる 3つの戦略的な優先事項の実

現に向けて注力し、当社事業の力強さと適応力を証明したことを誇りに思います。 

 

今後の展望については、厳しいマクロ経済環境が続くと予想されますが、当社は引き続き優れた業績を達

成し、事業変革を加速していきます。当社の強固なマルチカテゴリーのブランド・ポートフォリオ、さら

に強力な連携と意思決定の迅速化を実現する新たな地域構成、戦略的な選択とリソース配分の基準となる

新たな市場のパターンを活用して、リターンをさらに拡大していきます。 

 

私は、BATが株主の皆様に、長期的に持続可能な価値を提供することができると確信しています。」 
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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 （実勢）  為替レート （実勢) （同一） 
       
紙巻たばこおよび加熱式たばこの数量ベースのシェア  -0.1 ポイント     
紙巻たばこおよび加熱式たばこの金額ベースのシェア  横ばい     
非燃焼式製品利用者 1 2,250 万人 +420 万人     
       

売上高 276.55 億ポンド +7.7%  276.55 億ポンド +7.7% +2.3％ 
ニュー・カテゴリー製品の売上高 28.94 億ポンド +40.9%  28.94 億ポンド +40.9% ＋37.0% 
営業利益 105.23 億ポンド +2.8%  124.08 億ポンド +11.3% ＋4.3% 
ニュー・カテゴリー製品の貢献度^    -3.66 億ポンド －61.6% －60.7% 
営業利益率 38.1% -1.7 ポイント  +44.9% +1.5 ポイント +0.9 ポイント 
希薄化一株当たり利益（EPS） 291.9 ペンス -1.3%  371.4 ペンス +12.9% ＋5.8% 
営業活動による正味キャッシュフロー 103.94 億ポンド +7.0%     
営業活動による調整後キャッシュフロー    78.89 億ポンド +7.4% ＋3.9% 
キャッシュ・コンバージョン 98.8% +3.9 ポイント   100.0% -3.6 ポイント  
借入金 2  431.39 億ポンド +8.8%     
調整後純負債    381.31 億ポンド +7.3% +0.5% 
一株当たり配当金 230.9 ペンス +6.0%     

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 48 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 2. 借入金はリース債務を含む ^ ニュー・カテゴリー製品の貢献（損失）が 61.6%（同一為替レートベースでは 60.7%）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 好業績を達成 

• ニュー・カテゴリー製品の採算性を目標より 1 年早く、

2024 年に確保できる見込み 

• 非燃焼式製品利用者は 420 万人増の 2,250万人 

• 非燃焼式製品の売上構成比は 14.8％、2021 年に比べて 2.4

ポイント上昇 

• ニュー・カテゴリー製品の売上高は 37.0％増の 28億 1,300

万ポンド* 

• ベイプ製品は 43.8％増*、加熱式たばこ製品は 26.7％増*、

オーラル製品は 45.6％増* 

• ニュー・カテゴリー製品の損失は 5億 7,800万ポンド減

少*、60.7％改善* 

• ダブルマテリアリティ・アセスメントを完了 

• スコープ 1 およびスコープ 2の温室効果ガス排出量を 2021

年比で 15％削減 

• 再生可能エネルギー比率目標の 30％を 3 年早く達成 

• CDPの気候変動に関する格付けで「A」を獲得； 

DJSI（ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデック

ス）に選定 

• 売上高はニュー・カテゴリー製品の成長と価格設定を反映して

2.3％増* 

• 価格ミックスの 4.6%の改善が燃焼式たばこ製品の売上高を下支え 

• 紙巻たばこ製品の金額ベースの世界シェアは横ばい、米国での金

額ベースのシェアは 0.1 ポイント拡大 

• 「プロジェクト・クオンタム」により当初目標の年間 10 億ポン

ドを大きく上回る 19 億ポンドのコスト削減を達成、2022 年の削

減額は 6億 2,900 万ポンド 

• 調整後営業利益は為替変動による-1.5％の影響を吸収して 4.3％

増* 

• 調整後営業利益率は 0.9 ポイント上昇* 

• 調整後希薄化一株当たり利益（EPS）成長率は 5.8%* 

• 営業キャッシュフロー・コンバージョンは 100% 

• 調整後純負債/調整後 EBITDA倍率は 2.89 倍 

• 増配率は 6.0% 

*同一為替レート 
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2023 年の見通し  

• 世界のたばこ業界は数量ベースで 2％前後縮小する見通し。 

• 同一為替レートベースの売上高成長率は 3～5％となる見込みで当期業績は 2023年に予想されるロシア

事業とベラルーシ事業の譲渡完了のタイミングにより影響を受ける見通し。 

• ニュー・カテゴリー製品の売上高は着実に増加し、投資の拡大に伴い貢献度は一段と高まる見込み。 

• 同一為替レートベースの調整後一株当たり利益（EPS）成長率は為替変動による 2％前後のマイナス影響

を吸収して 1桁台半ばとなり、特に下半期に大きく増加する見通し。 

• 為替換算による通期の調整後一株当たり利益（EPS）成長率への影響はほぼ中立となる見込み。 

• 営業キャッシュ・コンバージョン比率は 90％を超えると予想。  

 

最高経営責任者のコメント 

変革を加速 

「2022 年も当社の事業は、優れた業績を上げると同時に BATが変革を遂げていることを改めて示すものと

なりました。 

当社の戦略の中核にあるのは、『A Better Tomorrow™（より良い明日）』を築くという当社のパーパスで

す。これは消費者に、よりお楽しみいただける、リスク低減の可能性を秘めた製品*†の幅広い選択肢を提

供することを意味します。 

 

BAT の戦略が奏功していることは、当社の業績に如実に表れています。当社は、強力でグローバルな

ニュー・カテゴリー製品ブランド、的を絞った地理的拡大戦略に基づき、消費者の期待に確実に応えるた

めのイノベーションへの揺るぎない取り組みを行っています。現在、当社の非燃焼式製品の利用者は 2,250

万人に達しており、これらの製品の売上高はグループ売上高の 15％前後を占めています。 

 

当社の最大の強みは社員であり、今年ほどそれが顕著に示されたことはありません。世界の経済情勢の激

変に直面した当社社員の集中力と決意によって、当社が掲げる 3つの戦略的優先事項の実現に向けて目覚

ましい進展がみられました： 

• ニュー・カテゴリー製品の業績の大幅な向上 

• 燃焼式たばこ製品による価値の創造 

• 事業の簡素化 

 

BAT は包括的な戦略的見直しを行い、事業地域と事業単位を削減して組織を一段と簡素化することを決定し

ました 1。同時に、市場パターンを重視した新たな経営モデルにより、投資の優先順位を賢明に判断し、リ

ターンの最大化のために事業活動と資源配分を集中させることを可能としました。また、当社は約 30の市

場からの段階的な撤退を行うことで、紙巻たばこ製品の販売数量は少なくとも 200億本減少すると予想し

ており、当社が目指す『A Better Tomorrow™（より良い明日）』に向けてさらに前進することになりま

す。 

 

また、ロシア事業とベラルーシ事業の譲渡を 2023年に完了することを目指して、経営者と販売代理店で構

成されるコンソーシアムとの協議が進んでいます。 

 

ウェルビーイング・感覚刺激分野では、当社のベンチャーキャピタルである Btomorrow Ventures社を通じ

て 2022年に着実な進展がみられました。さらに、カンナビス分野では、Organigram社への投資に加えて、

Sanity Group社の非支配株主持分の取得と Charlotte’s Web社への投資を実施しました。これらの投資

は、たばこ製品およびニチコン製品以外の分野への進出が一段と進展していることを意味します。 

 



BAT は ESGを戦略の中心に置き、サステナビリティへの取り組みをさらに強化しています。2022年には初

めて最高サステナビリティ責任者を任命しました。また、当社は規制による義務化に先立ち、2022年に世

界で初めて包括的なダブルマテリアリティ・アセスメントを導入した企業の一つとなり、2023年以降の経

営の指針となる知見を提供しました。 

 

外部環境の複雑さが一層増すなか、現在、そして将来にわたる継続的な株主価値実現の過程において、BAT

は実証された適応力と業績を礎に、新たな機会を生かしていくことができると確信しています。」 

 

財務および変革責任者のコメント 

厳しいマクロ経済環境下で引き続き優れた業績を達成  

「当社の 2022年通期の業績は、グローバルブランドで構成されるマルチカテゴリー・ポートフォリオに牽

引され、好調に推移しており、変革を加速させていることを如実に示しています。大規模な投資を経て、

現在ニュー・カテゴリー製品はグループ業績に大きく貢献しており、ニュー・カテゴリー製品の損失が同

一為替レートベースで 61％減少した結果、収益性が 5億 7,800万ポンド改善しました。 

 

BAT の消費者中心のマルチカテゴリー戦略はニュー・カテゴリー製品の継続的な成長を牽引しています。画

期的な新製品群と一段の地理的拡大に支えられ、当社ニュー・カテゴリー製品は現在、世界 60カ国で、約

90 種類が提供されています。こうした規模の拡大が営業レバレッジを高めており、さらに自動化が進んで

いることも相まって売上原価が縮小しています。また、ブランド価値の高まりにより、主要市場において

デバイスとコンシューマブル（ニュー・カテゴリー製品の内、加熱式たばこ専用たばこスティックや、ベ

イプ製品専用カートリッジなど、早いサイクルで消耗する製品を指す）のプレミアム価格の設定が可能と

なっています。こうした力強い拡大モメンタムを反映して、ニュー・カテゴリー製品の採算性確保の目標

を 1年早めて 2024年とすることが可能になりました。 

 

燃焼式たばこ製品では、価格帯別にターゲットを設定する当社のブランド・ポートフォリオが、底堅い販

売数量と好調な価格動向に牽引され、アジア太平洋地域および中東地域（APME）、米国を除く北米・南米

地域およびサハラ以南のアフリカ地域（AMSSA）、欧州地域（Europe）において好業績を達成しました。一

方で、主に地理的ミックスと 2021年 8月のイラン事業の売却により一部相殺されました。米国では、たば

こ業界全体の販売数量はコロナ後の消費パターンの正常化と 2022年後半のマクロ経済面での圧迫の高まり

の影響を受けました。また、当社の販売数量には、前年の在庫調整の部分的な解消が反映されています。

米国地域（US）における燃焼式たばこ製品の金額ベースのシェアは 0.1 ポイント拡大し、Vuseの好業績と

為替換算によるプラス効果を反映して営業利益は 11.5％増となりました。調整項目の増加と為替換算要因

を除外した調整後営業利益は 3.5％増加しました。 

 

グループ全体の営業利益は 2.8％増となり、営業利益率は 1.7ポイント低下し、希薄化一株当たり利益

（EPS）成長率は-1.3％となりました。当期業績には、ロシア事業とベラルーシ事業に関連した費用（6億

1,200万ポンド、英語版決算報告書の 33頁で解説）、制裁違反容疑にかかわる捜査に関連した費用（4億

5,000万ポンド、英語版決算報告書の 21頁で解説）、主に「クオンタム・プロジェクト」に関連したその

他の事業再編費用（7億 7,100万ポンド）を含むさまざまな調整項目が影響を及ぼしました。こうした調整

項目は、為替換算要因によるプラス効果とブラジル事業の社会貢献に対する付加価値税（VAT）還付金（4

億 6,000万ポンド）により吸収されました。 

 

BAT は厳しい外部環境に的確に対応しており、為替変動による 1.5％のマイナス影響を吸収して調整後営業

利益率は 1.5ポイント改善しました。これには、「プロジェクト・クオンタム」による、2022年末までに

年間 10億ポンドという当初の目標を大きく上回る年間 19億ポンドのコスト削減に加えて、当社の一段と
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機敏な対応と適応力が貢献しました。調整後営業利益は 11.3％（同一為替レートベースでは 4.3％）増加

し、調整後希薄化一株当たり利益（EPS）成長率は 1桁台半ばとした当社の予想レンジの上限となる

12.9％、同一為替レートベースでは 5.8％となりました。 

 

当社事業のキャッシュ・ジェネレーションは高水準に達しています。2023年も当社の営業キャッシュ・コ

ンバージョンは予想の 90％を上回る 100％に達し、今後 5年間に約 400 億ポンドの配当支払い前フリー・

キャッシュフローを達成できる見通しです。 

 

取締役会は、マクロ面での影響や予想される規制および訴訟面での動きに引き続き配慮しつつ、資本配分

の優先順位を見直しています。今回、取締役会は実利的な方針をとることを決定しました。事業変革を一

段と加速するための 2023年の投資拡大計画を踏まえ、不透明なマクロ経済環境、金利上昇、訴訟問題や規

制面での課題も加味した結果、取締役会は財務力の強化を優先することを決定しました。これにより、事

業の適応力が高まるとともに、負債比率を目標とする 2～3倍のレンジの中間に向けてできるだけ早く引き

下げることを目指す過程で、将来の財務面での機敏さを確保することができます。当社は、増配方針に

沿って配当を 230.9ペンス（増配率 6.0%）に引き上げます。 

 

当社は、資本配分の枠組みにおいて自社株購入は重要な役割を果たすとの信念を持っており、今年も引き

続きその可能性を検討していきます。 

 

BAT の流動性状況は引き続き健全で、債務の平均年限は 10年近くとなり、固定金利型債務が全体の 95％を

超えています。当社は引き続き中期的に信用格付けが現在の Baa2（見通しは安定的）/BBB+（見通しはネガ

ティブ）から Baa1/BBB+に格上げされることを目指しています**。 

 

BAT は、消費者中心のマルチカテゴリー戦略、強力なグローバル・ブランド・ポートフォリオ、適応力を有

する、極めてキャッシュ・ジェネラティブな事業に牽引された「変革の加速」段階にあります。これによ

り『A Better Tomorrow™（より良い明日）』の実現を目指し、投資を拡大し、事業の変革を加速してまい

ります。」 

 

 

* 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わけではな

く、依存性があります。 

** 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ありません。信用格付けは随時取り下げまたは見直される可能性

があります。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す。 

†米国で販売されている Vuse、VELO、Grizzly、Kodiak、Camel Snus を含む当社製品は米食品医薬品局（FDA）の規制を受けており、FDA の

許可なしにこれらの製品の健康リスク低減に関する文言を使用することはありません。  

1 一部の法域では通知および相談義務の対象となります。 

 


