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（注）本プレスリリースは 2020 年 11 月 16 日に発表されたプレスリリースの日本語抄訳です 

プレスリリース 

BAT、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

れる 
 
• BAT はサステナビリティを事業の中核に据えた「より良い明日」を築く取り組みを実施 
• BAT はサステナビリティのリーダーとして 19 年連続で 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 
• BAT は 23 項目中 13 項目で業界首位という DJSI のたばこ会社の中で最高スコアを  

獲得 
 

2020 年 11 月 16 日 

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ピー・エル・シー（以下「BAT」）は、DJSI ワールド・インデック

スを構成する唯一のたばこ会社として、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（以下「DJSI」）の構成銘柄に選定されましたのでお知らせいたします。 

BAT はたばこ会社として、2020 年に 23 項目中 13 項目で業界最高のスコアを獲得し、その

内の 7 項目で 100%という最高スコアを達成しています。 

DJSI は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスにより開発された、企業のサステナビリティを評

価するための絶対的基準を示す指数です。2020 年は、サステナビリティの実践について

ESG（環境・社会・ガバナンス）の基準に基づき約 3,500 社を評価しました。上位 10%の企業

のみがサステナビリティへ取り組む企業リーダーとして認識され、DJSI ワールド・インデックス

の構成銘柄として選定されます。BAT のサステナビリティは、MCSI からも BBB の格付けを

得ており、サステナリティクスからは*ESG 格付けで 27.8 を獲得しています。 

BAT の企業戦略「A Better Tomorrow（より良い明日）」 
今回の発表は、BAT のグローバル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」を築くという目標達成のための、次に挙げる継続的な取り組みをさらに実証するもの

です。 
• 成人の消費者に皆様にお楽しみいただける、リスクが低減された様々な製品を提供する

ことで責任を果たす 
• 燃焼たばこが重大な健康リスクをもたらすこと、そして、これらのリスクを避けるためには

喫煙を始めないあるいは禁煙する方法しかないことを引き続き明確にしていく 
• 喫煙を続ける消費者が、科学的にリスク低減が立証された代替製品へ完全に切り替える

ことを推進する 



• BAT による変革の進捗状況を確認し、公表する 

BAT はニュー・カテゴリー製品の売上成長が全体を上回る勢いまで加速し、2025 年には売上

が 50 億ポンドを達成することを目指しています。また非燃焼性製品の消費者が増加し 2030
年までには 5,000 万人を達成することを目標としています。現在、BAT の非燃焼性製品は世

界 50 か国以上で販売されています。 

BAT のチーフ・マーケティング・オフィサーのキングスリー・ウィートンは以下のように述べてい

ます。 
「BAT では、サステナビリティを中核に据えた企業変革を行っており、19 年連続して DJSI の
構成銘柄に選定されたことを誇りに思います。 

当社の事業が健康へ及ぼす影響を低減させることで「より良い明日」を築くという壮大な目標

を掲げています。 

BAT は、その目標達成に向けて大きな前進を遂げています。非燃焼性製品の利用者は既に

1，200 万人近くに上っており、過去 12 か月では、毎月約 25 万人 の利用者が新たに加わっ

ています。 

BAT が DJSI ワールド・インデックスの構成銘柄に選定されたことは、MSCI やサステナリティ

クスなどの大手 ESG 格付け会社による評価と合わせて、当社の企業変革を加速させる こと

へのコミットメントの証と考えています」 

 

S&P グローバルで ESG リサーチ アンド データ部門のグローバル責任者を務めるマンジッ

ト・ジャス氏は以下のように述べています。 
「この度 BAT が DJSI ワールドおよびヨーロッパに採用されたことについて、お喜び申し上げ

ます。DJSI による評価は BAT がサステナビリティにおける業界リーダーであることを示すもの

です。2020 年度のコーポレート・サステナビリティ・アセスメントには過去最高となる多数の企

業が参加した上、今年は例年より厳しい基準で選定が行われたことから、他社との比較にお

いて BAT の人類と地球に対する継続的な取り組みが評価されたと言えます」 
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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。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

し、BAT 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。BAT は 2030 年までに非燃焼性製品を利用する消

費者を 1,100 万人から、5,000 万人へ増やすこと、2025 年までにニュー・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を目標として公表しています。また、喫煙を続けるこ

とを選択した消費者に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推進に

取り組んでいます。 
 

Forward Looking Statements 

This communication contains certain forward-looking statements, including “forward-looking” statements made within 

the meaning of Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934. 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 

concerning, amongst other things, 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 the 

BAT Group operates. 

All such forward-looking statements involve estimates and assumptions that are subject to risks, uncertainties and other 

factors that could cause actual future financial condition, performance and results to differ materially from the plans, 

goals, expectations and results expressed in the forward-looking statements and other financial and/or statistical data 

within this communication. 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 competition from 

illicit trade; the impact of adverse domestic or international legislation and regulation; changes in domestic or 

international tax laws and rates and the impact of an unfavourable ruling by a tax authority in a disputed area; adverse 

litigation and dispute outcomes and the effect of such outcomes on the BAT Group’s financial condition; changes or 

differences in domestic or international economic or political conditions; the impact of the COVID-19 pandemic; 

adverse decisions by domestic or international regulatory bodies; the impact of market size reduction and consumer 

down-trading; translational and transactional foreign exchange rate exposure; the impact of serious injury, illness or 

death in the workplace; the ability to maintain credit ratings and to fund the business under the current capital structure; 

the inability to develop, commercialise and rollout New Categories; and changes in the market position, businesses, 

financial condition, results of operations or prospects of the BAT Group. 

It is believed that the expectations reflected in this communication 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. Past performance 

is no guide to future performance and persons needing advice should consult an independent financial adviser. The 

forward-looking statements reflect knowledge and information available at the date of preparation of this 

communication and the BAT Group 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. 

No statement in this communication is intended to be a profit forecast and no statement in this communication should 

be interpreted to mean that earnings per share of BAT for the current or future financial years would necessarily match 

or exceed the historical published earnings per share of BAT. 

Additional information concerning these and other factors can be found in the Company’s filings with the U.S. Securities 

and Exchange Commission (“SEC”), including the Annual Report on Form 20-F filed on 26 March 2020 and Current 

Reports on Form 6-K, which may be obtained free of charge at the SEC’s website, http://www.sec.gov, and the 

Company’s Annual Reports, which may be obtained free of charge from the British American Tobacco website 

www.bat.com. 
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