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2009年度決算説明会

2010年5月12日
横浜ゴム株式会社



2009年度の連結業績
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損益状況（通期）

億円

09年度 08年度 増減 増減率
為替
影響

除く為替
増減

売上高 4,664 5,173 ▲509 ▲9.8% ▲226 ▲283

売上総利益 1,427 1,483 ▲57 ▲3.8% ▲111 +54

販管費 1,212 1,355 ▲143 ▲10.6% ▲31 ▲112

営業利益 215 128 +86 +67.5% ▲80 +166

営業外収支 ▲27 ▲124 +97 ― +103 ▲6

経常利益 187 4 +184 ― +23 +161

税前利益 190 ▲32 +221 ―

当期純利益 115 ▲57 +171 ―

為替レート
US$ 93円 101円 ▲8円

EUR131円 144円 ▲13円
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経常利益増減要因

08年度 09年度

億円

原料価格

営業外為替

販売（価格・
数量・構成）

操業度/CD

販管費

営業外
その他

営業為替

営業利益 +86億円 増益

経常利益 +184億円増益
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損益状況（2009年度四半期別）

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期

売上高 952 1,069 1,420 1,223 4,664

前期比 ▲22.7％ ▲19.9％ ▲7.8％ +14.7％ ▲9.8％

売上総利益 240 317 507 361 1,427

前期比 ▲34.9％ ▲15.2％ +8.4％ +33.3％ ▲3.8％

営業利益 ▲41 17 197 41 215

前期比 ― +15.3％ +68.3％ ― +67.5％

経常利益 ▲27 ▲10 181 43 187

前期比 ― ― +265.3％ ― ―

税前利益 ▲17 ▲13 181 39 190

前期比 ― ― +246.2％ ― ―

当期純利益 ▲18 ▲22 130 24 115

前期比 ― ― ― ― ―

億円
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売上高・営業利益推移（四半期別）

億円
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売上高・営業利益推移（四半期別同期比較）

億円

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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09年度 08年度 増減 増減率

売
上
高

タイヤ 3,675 3,997 ▲322 ▲8.1%

MB 988 1,175 ▲187 ▲15.9%

ホース配管 276 365 ▲89 ▲24.4%

工業資材 234 298 ▲63 ▲21.3%

ハマタイト 229 242 ▲13 ▲5.3%

航空部品 154 163 ▲9 ▲5.2%

スポーツ他 95 108 ▲13 ▲11.9%

合計 4,664 5,173 ▲ 509 ▲9.8%

営
業
利
益

タイヤ 205 99 +106 +106.9%

MB 9 34 ▲25 ▲74.3%

消去又は全社 1 ▲5 +6 ―

合計 215 128 +86 +67.5%

事業別セグメント（通期）

億円



9

タイヤの営業利益増減要因

08年度 09年度

億円

原料価格

販管費

為替差
販売（価格・
数量・構成）

操業度/CD

+106億円増益
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タイヤの売上高・営業利益推移（四半期別）

億円
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タイヤの売上高・営業利益推移（四半期別同期比較）

億円

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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MBの営業利益増減要因

08年度 09年度

億円

原料価格

為替差

販売（価格・
数量・構成）

操業度/CD

販管費

▲25億円減益

34 ▲61

+29

9
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MBの売上高・営業利益推移（四半期別）

億円
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MBの売上高・営業利益推移（四半期別同期比較）

億円

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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MBの売上高内訳（2009年度四半期別）

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期

ホース配管 48 60 79 90 276

前期比 ▲55.5% ▲44.4% ▲12.1% +47.6% ▲24.4%

工業資材 54 63 53 64 234

前期比 ▲20.3% ▲18.8% ▲21.2% ▲24.4% ▲21.3%

ハマタイト 50 59 62 58 229

前期比 ▲18.0% ▲10.4% ▲3.3% +13.8% ▲5.3%

航空部品 39 39 36 40 154

前期比 +0.3% ▲12.5% +5.5% ▲11.1% ▲5.2%

スポーツ他 23 27 21 24 95

前期比 ▲14.7% ▲15.7% ▲26.2% +16.7% ▲11.9%

合計 214 247 251 277 988

前期比 ▲29.2% ▲24.4% ▲11.5% +5.2% ▲15.9%

億円
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09年度 08年度 増減 増減率

売
上
高

日本 3,240 3,593 ▲353 ▲9.8%

北米 906 1,018 ▲112 ▲11.0%

アジア 220 236 ▲17 ▲7.1%

その他 298 325 ▲27 ▲8.3%

合計 4,664 5,173 ▲509 ▲9.8%

営
業
利
益

日本 168 44 +124 +279.2%

北米 22 40 ▲19 ▲46.5%

アジア 34 20 +14 +70.6%

その他 5 15 ▲11 ▲68.7%

消去又は全社 ▲14 8 ▲22 ―

合計 215 128 +86 +67.5%

所在地別セグメント（通期）

億円
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財務状況（前期末比）

10/3月末 09/3月末 増減

流動資産 1,985 2,115 ▲130

固定資産 2,684 2,619 +66

資産合計 4,670 4,734 ▲64

負債 3,036 3,292 ▲256

純資産 1,634 1,442 +192

負債・純資産合計 4,670 4,734 ▲64

有利子負債 1,547 1,794 ▲247

億円
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億円

有利子負債・純資産・D/Eレシオの推移

※純資産は少数株主持分を控除している



19

キャッシュフローの状況

09年度 08年度 増減

営業活動によるCF 498 197 +302

投資活動によるCF ▲252 ▲390 +138

フリー CF 246 ▲193 +440

財務活動によるCF ▲294 167 ▲462

現金同等物の期末残高 116 162 ▲47

億円
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フリーキャッシュフロー

税金等
調整前

当期純利益

売上債権
の増加

支払
債務の
減少

減価償
却費

棚卸
資産の
減少

法人税の
支払い

その他の
営業活動

営業活動
による
キャッシュ
フロー

設備投資 その他の
投資活動

フリー
キャッシュ
フロー

億円
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キャッシュフローの推移

億円
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設備投資と減価償却費

億円
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タイヤ生産量・稼働率（本数）

万本

1,000
1,220

1,570 1,720
1,670

2,050

3,380 3,520 3,600 3,420
3,110 3,350
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タイヤ生産能力（本数）

万本

06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3計画

25.2％ 28.2％ 32.5％ 33.8％ 34.1％ 34.7％

海外比率

4,555
4,770

5,120
5,425 5,449 5,559
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タイヤ販売ゴム量（単独ベース）

06年度 07年度 08年度 09年度 前期比
10年度
計画

前期比

OE 60.3 66.7 57.4 49.2 ▲14.3% 56.1 +14.0%

REP 85.5 84.0 74.9 68.1 ▲9.1% 70.2 +3.1%

EXP 107.9 125.3 124.6 107.4 ▲13.8% 122.2 +13.8%

計 253.7 276.0 256.9 224.7 ▲12.5% 248.5 +10.6%

千トン



2010年度の見通し
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損益予想（通期）

億円

10年度予想 09年度 増減 増減率

売上高 5,200 4,664 +536 +11.5%

営業利益 180 215 ▲35 ▲16.1%

経常利益 145 187 ▲42 ▲22.6%

税前利益 107 190 ▲83 ▲43.6%

当期純利益 80 115 ▲35 ▲30.4%

為替レート
US$ 90円 93円 ▲３円

EUR  120円 131円 ▲11円
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ご参考：社内目標との比較

億円
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経常利益増減要因（通期）

09年度
10年度
予想

原料価格 営業外
販売（価格・
数量・構成）

操業度/CD

販管費

営業為替

営業利益 ▲35億円 減益

経常利益 ▲42億円減益

億円

187
145
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10年度予想 09年度 増減 増減率

売
上
高

タイヤ 4,120 3,675 +445 +12.1%

MB 1,080 988 +92 +9.3%

ホース配管 330 276 +54 +19.6%

工業資材 265 234 +31 +13.2%

ハマタイト 235 229 +6 +2.6%

航空部品 160 154 +6 +3.9%

スポーツ他 90 95 ▲5 ▲5.6%

合計 5,200 4,664 +536 +11.5%

営
業
利
益

タイヤ 135 205 ▲70 ▲34.0%

MB 45 9 +36 +411.6%

消去又は全社 - 1 ▲1

合計 180 215 ▲35 ▲16.1%

事業別セグメント業績予想（通期）

億円
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10年度予想 09年度 増減 増減率

売
上
高

日本 3,580 3,240 +340 +10.5%

北米 980 906 +74 +8.2%

アジア 280 220 +60 +27.5%

その他 360 298 +62 +20.7%

合計 5,200 4,664 +536 +11.5%

営
業
利
益

日本 138 168 ▲30 ▲18.1%

北米 20 22 ▲2 ▲7.4%

アジア 7 34 ▲27 ▲79.4%

その他 15 5 +10 +210.2%

消去又は全社 - ▲14 +14

合計 180 215 ▲35 ▲16.1%

所在地別セグメント業績予想（通期）

億円
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損益予想（上期）

億円

10年度上期予想 09年度上期 増減 増減率

売上高 2,320 2,021 +299 +14.8%

営業利益 30 ▲24 +54 -

経常利益 10 ▲37 +47 -

税前利益 10 ▲30 +40 -

当期純利益 0 ▲39 +39 -

為替レート

US$      90円 96円 ▲6円

EUR    120円 133円 ▲13円
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経常利益増減要因（上期）

09年度 10年度
予想

原料価格

営業外

販売（価格・
数量・構成）

操業度/CD

販管費 営業為替

営業利益 +54億円 増益

経常利益 +47億円増益

億円
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10上期予想 09上期 増減 増減率

売
上
高

タイヤ 1,800 1,560 +240 +15.4%

MB 520 460 +60 +12.9%

ホース配管 165 107 +58 +53.7%

工業資材 120 117 +3 +2.7%

ハマタイト 115 109 +6 +5.8%

航空部品 80 78 +2 +3.2%

スポーツ他 40 50 ▲10 ▲20.0%

合計 2,320 2,021 +299 +14.8%

営
業
利
益

タイヤ 23 ▲25 +48 -

MB 7 2 +5 +300.3%

消去又は全社 - 0 0

合計 30 ▲24 +54 -

事業別セグメント業績予想（上期）
億円
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10上期予想 09上期 増減 増減率

売
上
高

日本 1,585 1,406 +179 +12.8%

北米 465 405 +60 +14.8%

アジア 140 96 +44 +45.2%

その他 130 114 +16 +14.3%

合計 2,320 2,021 +299 +14.8%

営
業
利
益

日本 5 1 +4 +428.7%

北米 15 ▲9 +24 -

アジア 8 5 +3 +67.8%

その他 2 ▲1 +3 -

消去又は全社 - ▲20 +20

合計 30 ▲24 +54 -

所在地別セグメント業績予想（上期）
億円



参考資料
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原材料価格の影響額

原材料別 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度予想

天然ゴム ▲120 ▲25 ▲102 +90 ▲174

合成ゴム ▲30 ▲24 ▲54 +82 ▲39

配合剤 ▲55 ▲18 ▲48 +56 ▲17

その他 0 +2 ▲21 +16 ▲14

合計 ▲205 ▲65 ▲225 +244 ▲244

億円対前期比影響額

値上げ +100 +130 +188 +61 +65
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為替レートの推移と影響額
円

07年度 08年度 09年度 10年度予想

売上高 +37 ▲311 ▲226 ▲53

営業利益 +25 ▲129 ▲80 ▲9

経常利益 ▲30 ▲193 +23 ▲15

億円為替影響額



将来見通しに関する注意事項

この資料に含まれている将来に関する見通しや予測は、現

在入手可能な情報を基に当社の経営者が判断したもので

す。実際の成果や業績は、さまざまなリスクや不確定な要素

により、記載されている内容と異なる可能性があります。


