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会計方針等の変更

■連結の範囲

連結子会社　１２１社（前期比＋７社） 持分法適用会社　２社（前期比±０）

（増減内訳）

　　日本　　▲３社（タイヤ・ＭＢ）
　　日本　　＋１社（ＭＢ）
　　アジア　＋２社（タイヤ）
　　欧州　　＋７社（　〃　）

■減価償却方法の変更

内容 2013年度における影響

横浜ゴムの減価償却方法を
定率法から定額法へ変更

連結営業利益で３８億円の増益要因



2013年度の連結業績
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損益状況（通期）

US$  98円 80円(前年) ＋18円

EUR 130円 103円(前年) ＋27円

2013年 2012年 為替 為替除く
1-12月 1-12月 影響 増減

売上高 6,016 5,597 +419 +7.5% +508 ▲89

売上総利益 2,061 1,821 +241 +13.2% +234 +7

　（売上総利益率） (34.3%) (32.5%) (+1.7%)  

販管費 1,495 1,324 +171 +12.9% +67 +104

　（販管費率） (24.8%) (23.7%) (+1.2%)  

営業利益 566 497 +70 +14.0% +167 ▲98

　（営業利益率） (9.4%) (8.9%) (+0.5%)

営業外収支 29 27 +2 +7.0% +7 ▲5

経常利益 595 524 +71 +13.6% +174 ▲103

税前利益 558 518 +41 +7.8%

当期純利益 350 326 +24 +7.3%

（億円）
為替レート

増減 増減率
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経常利益増減要因

2012年
1-12月

2013年
1-12月営業利益 +70億円 増益営業利益 +70億円 増益

経常利益 +71億円 増益経常利益 +71億円 増益

増益要因

減益要因

2013年 （通期）

当期
経常利益

営業外販管費

製造原価量/価格/MIX
原料価格

前年
経常利益

粗利
為替差

（億円）
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損益状況（半期別）

US$　96円 ＋16円 US$ 100円 ＋20円 US$　98円 ＋18円

EUR 126円 ＋22円 EUR 134円 ＋32円 EUR 130円 ＋27円

（億円）

13年度 前年比 13年度 前年比 13年度 前年比
上期 増減 下期 増減 通期 増減

売上高 2,697 +7 3,319 +412 6,016 +419

売上総利益 889 +41 1,172 +200 2,061 +241

　（売上総利益率） (33.0%) (+1.4%) (35.3%) (+1.9%) (34.3%) (+1.7%)

販管費 698 +49 797 +122 1,495 +171

　（販管費率） (25.9%) (+1.8%) (24.0%) (+0.8%) (24.8%) (+1.2%)

営業利益 191 ▲8 376 +78 566 +70

　（営業利益率） (7.1%) (▲0.3%) (11.3%) (+1.0%) (9.4%) (+0.5%)

営業外収支 16 +23 13 ▲21 29 +2

経常利益 206 +15 389 +57 595 +71

税前利益 206 +15 353 +25 558 +41

当期純利益 130 ▲7 220 +31 350 +24

為替レート
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経常利益増減要因
経常利益 +１５億円 増益経常利益 +１５億円 増益上期（1-6月）

下期（7-12月） 経常利益 +５７億円 増益経常利益 +５７億円 増益

当期
経常利益営業外販管費

製造原価

量/価格/MIX

原料価格

前年
経常利益

粗利
為替差

当期
経常利益

営業外
販管費

製造原価
量/価格/MIX

原料価格

前年
経常利益

粗利
為替差

（億円）

（億円）
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事業別セグメント（通期）

（億円）

2013年 2012年 為替 為替除く
1-12月 1-12月 影響 増減

タイヤ 4,795 4,446 +349 +7.9% +426 ▲77

ＭＢ 1,221 1,151 +70 +6.1% +82 ▲12

　工業品 969 919 +50 +5.5%  

　　 ホース配管 463 421 +41 +9.8%  

　　 工業資材 266 252 +14 +5.4%

　　 ハマタイト 241 245 ▲5 ▲1.8%  

　その他 252 233 +20 +8.5%

　　 航空部品 180 163 +16 +10.1%  

　　 スポーツ他 72 69 +3 +4.6%  

合計 6,016 5,597 +419 +7.5% +508 ▲89

タイヤ 460 434 +27 +6.1% +127 ▲101

ＭＢ 106 63 +43 +67.9% +40 +3

　　工業品 77 51 +26 +51.2%  

　　その他 30 13 +17 +136.1%

セグメント間消去 ▲0 ▲0 ▲0 －

合計 566 497 +70 +14.0% +167 ▲98

増減率

売
上
高

営
業
利
益

増減
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2012年
1-12月

2013年
1-12月営業利益 +27億円 増益営業利益 +27億円 増益

増益要因

減益要因

タイヤの営業利益増減要因（通期）

当期
営業利益

販管費

製造原価量/価格/MIX原料価格

前年
営業利益

粗利
為替差

（億円）
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2012年
1-12月

2013年
1-12月営業利益 +43億円 増益営業利益 +43億円 増益

増益要因

減益要因

ＭＢの営業利益増減要因（通期）

当期
営業利益

販管費
製造原価量/価格/MIX

原料価格

前年
営業利益

粗利
為替差

（億円）
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所在地別セグメント（通期）
（億円）

2013年 2012年
1-12月 1-12月

日本 3,697 3,753 ▲56 ▲1.5%

北米 1,344 1,109 +235 +21.2%

アジア 479 336 +143 +42.6%

その他 497 398 +98 +24.6%

合計 6,016 5,597 +419 +7.5%

　

日本 522 425 +97 +22.8%

北米 49 57 ▲9 ▲15.2%

アジア 36 36 +1 +1.6%

その他 ▲27 ▲6 ▲20 －

セグメント間消去 ▲14 ▲15 +1 －

合計 566 497 +70 +14.0%

営
業
利
益

増減 増減率

売
上
高
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財務状況（前期末比）

（億円）

13/12月末 12/12月末 増減

流動資産 3,193 2,688 +505

固定資産 3,343 2,750 　 +593

資産合計 6,536 5,438 　 +1,098

負債 3,746 3,325 　 +421

純資産 2,790 2,113 +677

負債・純資産合計 6,536 5,438 +1,098

有利子負債 1,753 1,463 +290
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1,593 1,639 1,622
2,042

2,708

1,547 
1,468 

1,620 
1,463 

1,753

1.0 
0.9 1.0 

0.7 
0.6 

10/3 11/3 11/12 12/12 13/12

純資産（億円） 有利子負債（億円） D/Eレシオ

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
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キャッシュ・フローの状況

（億円）

2013年度 2012年度 増減

営業活動によるCF 467 592 ▲ 125

投資活動によるCF ▲ 446 ▲ 305 ▲ 140

フリー CF 21 286 ▲ 265

財務活動によるCF 85 ▲ 307 ＋ 392

現金同等物の期末残高 359 211 ＋ 147



15

キャッシュ・フローの推移
（億円）

412

81

592
467

▲ 206
▲ 267 ▲ 305

▲ 446

206

▲ 185

286

21

10年度 11年度 12年度 13年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー
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249 224

281 335

588

259

199

250 240 276

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

（計画）

設備投資額 減価償却費

設備投資と減価償却費

※2013年度より横浜ゴム（単体）の有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変
更しております。

（億円）



2014年度の見通し
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２０１４年度損益予想（通期）

US$  95円 98円(前年) ▲3円

EUR 130円 130円(前年) ＋0円

RUB 3.0円 3.1円(前年) ▲0.1円

天然ゴム 250円/ＫＧ

（億円）

為替
影響

売上高 6,470 6,016 +454 +7.5% ▲96

売上総利益 2,260 2,061 +199 +9.6% ▲37

　（売上総利益率） (34.9%) (34.3%) (+0.7%)

販管費 1,630 1,495 +135 +9.0% +15

　（販管費率） (25.2%) (24.8%) (+0.3%)

営業利益 630 566 +64 +11.2% ▲22

　（営業利益率） (9.7%) (9.4%) (+0.3%)

営業外収支 ▲55 29 ▲84 - ▲70

経常利益 575 595 ▲20 ▲3.4% ▲92

税前利益 594 558 +36 +6.4%

当期純利益 375 350 +25 +7.1%

2014年 2013年

為替レート

増減 増減率
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事業別セグメント予想（通期）

（億円）

2014年 2013年
1-12月 1-12月

タイヤ 5,230 4,795 +435 +9.1% ▲84

ＭＢ 1,240 1,221 +19 +1.6% ▲12

　工業品 990 969 +21 +2.2%  

　その他 250 252 ▲2 ▲0.9%

合計 6,470 6,016 +454 +7.5% ▲96

タイヤ 520 460 +60 +13.0% ▲16

ＭＢ 110 106 +4 +3.3% ▲6

　工業品 79 77 +2 +2.7%  

　その他 31 30 +1 +4.9%

セグメント間消去 － ▲0 － －

合計 630 566 +64 +11.2% ▲22

為替影響

売
上
高

営
業
利
益

増減 増減率
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経常利益増減要因

2013
年度

2014
年度営業利益 ＋64億円 増益営業利益 ＋64億円 増益

経常利益 ▲20億円 減益経常利益 ▲20億円 減益

増益要因

減益要因

2014年 （通期）

当期
経常利益

営業外

販管費

製造原価

量/価格/MIX原料価格

前年
経常利益

粗利
為替差

（億円）
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所在地別セグメント予想（通期）

（億円）

2014年 2013年
1-12月 1-12月

日本 3,820 3,697 +123 +3.3%

北米 1,480 1,344 +136 +10.1%

アジア 620 479 +141 +29.4%

その他 550 497 +53 +10.8%

合計 6,470 6,016 +454 +7.5%

　

日本 482 522 ▲40 ▲7.6%

北米 55 49 +6 +13.1%

アジア 84 36 +48 +130.6%

その他 9 ▲27 +36 －

セグメント間消去 － ▲14 +14 －

合計 630 566 +64 +11.2%

営
業
利
益

増減 増減率

売
上
高
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２０１４年度損益予想（上期）

US$  95円 96円(前年) ▲1円

EUR 130円 126円(前年) ＋4円

RUB 3.0円 3.1円(前年) ▲0.1円

（億円）

2014年 2013年 為替
上期 上期 影響

売上高 2,980 2,697 +283 +10.5% ▲19

売上総利益 1,020 889 +131 +14.8% ▲6

　（売上総利益率） (34.2%) (33.0%) (+1.3%)

販管費 770 698 +72 +10.3% +4

　（販管費率） (25.8%) (25.9%) (▲0.1%)

営業利益 250 191 +59 +31.2% ▲2

　（営業利益率） (8.4%) (7.1%) (+1.3%)

営業外収支 ▲38 16 ▲54 - ▲45

経常利益 212 206 +6 +2.8% ▲47

税前利益 212 206 +6 +3.1%

当期純利益 135 130 +5 +4.0%

増減率

為替レート

増減
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事業別セグメント予想（上期）

（億円）

2014年 2013年 

上期 上期

タイヤ 2,380 2,098 +282 +13.4% ▲19

ＭＢ 600 598 +2 +0.3% +0

　工業品 480 475 +5 +1.1%  

　その他 120 123 ▲3 ▲2.8%

合計 2,980 2,697 +283 +10.5% ▲19

タイヤ 200 139 +61 +44.0% ▲1

ＭＢ 50 52 ▲2 ▲3.3% ▲1

　工業品 37 36 +1 +3.3%  

　その他 13 16 ▲3 ▲18.2%

セグメント間消去 － ▲0 － －

合計 250 191 +59 +31.2% ▲2

為替影響

売
上
高

営
業
利
益

増減 増減率
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為替レートの推移と影響額

円

億円為替影響額

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度計画

売上高 ▲151 ▲163 ▲31 +508 ▲96

営業利益 ▲63 ▲24 ▲25 +167 ▲22

経常利益 ▲105 ▲18 +54 +174 ▲92



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。



添付資料
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タイヤ生産ゴム量（連結ベース）

トン

2013年 2013年 2013年 2014年 2014年 2014年
上期 下期 通期 上期 下期 通期

国内 92,000 90,400 182,400 93,200 88,100 181,300

海外 49,000 53,800 102,800 65,000 73,700 138,700

計 141,000 144,200 285,200 158,200 161,800 320,000


