
代表取締役会長

会長ごあいさつ
2017年、横浜ゴムは創立100周年という大きな節目の年を迎えました。同年を最終年度とし、2006年度より
スタートした中期経営計画グランドデザイン100（GD100)では、安定的な成長を遂げ、確かな軌跡を残して
くることができました。GD100を振り返って思うのは、ステークホルダーの皆さまに安心感を持っていただ
ける事業運営がいかに大切かということです。質の高いモノづくりはもちろん、環境・社会との調和や公正さ
を追求するESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みは当社の基盤であり、今後も本業の中で継続していか
なければなりません。
そうした考えのもと、2017年にはCSRスローガン「未来への思いやり」を制定しました。これは、お客さま
や仕入先、地域社会、地球環境などあらゆるステークホルダーとの共存共栄を目指す、未来に向けた私たちの
決意を表したものです。「思いやり」は言葉にするのではなく、行動に示すことが大事です。グローバル展開
を続ける上でも、この姿勢はいっそう厳しく問われています。
重要なのは、従業員一人一人が日々の業務の延長線上にCSRを考えていくことです。今日国際社会で重視され
るSDGs（持続可能な開発目標）との関わりもますます重要になってまいります。自らの仕事がどのように貢
献しているか、「自分事」として理解を深めなければなりません。例えば環境にやさしいモノづくりへの要請
は高まっていますが、これを単に顧客ニーズと捉えるのではなく、大きな変化の予兆と捉え、グローバルな環
境課題として真摯に向き合っていくことが大切です。
これらの行動を通し実践することで、横浜ゴムが社会から信頼をいただき、次の100年も成長を続けていける
よう、全社での意識を高め、着実に歩んでいきます。
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スポーツカー、セダン、SUV、ミニバンなどさまざまな車種に合わせたライン
ナップをそろえています。
その中でも、新商品ADVAN dBは『車内の空気感を変える、かつてない静粛性
』をコンセプトに開発されたプレミアムコンフォートタイヤです。

※1:ヨコハマタイヤ史上において

経済性、耐久性、安全性などの基本性能はもとより、季節や路面状況などの使
用条件にマッチしたラインアップをそろえています。
トラック・バス用タイヤ710Rは耐摩耗性能と耐偏摩耗性能を大幅に向上させ、
雨天条件での空荷時の安全性の改善を目指しました。

超大型ダンプトラックや土砂の地ならしをするスクレーパ、土砂を運ぶホイー
ルローダ、排土作業を行うドーザなどのタイヤをそろえています。建設・鉱山
用リジッドダンプトラック用タイヤRB42は軟弱地、泥ねい地において優れた耐
摩耗性とトラクション性を発揮します。

アライアンスタイヤグループ が製造販売するトラクタなど農業機械や林業機
械に使うタイヤです。
FarmPro Ⅱはトラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計され、快適な乗り心
地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立しています。

※2:横浜ゴムグループの農機用タイヤなどの製造販売会社

横浜ゴムの主な製品

自動車関連

乗用車用タイヤ

トラック・バス用タイヤ

建設機械・産業機械用タイヤ

農業機械・林業機械用タイヤ
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建設機械、産業機械用の油圧ホースです。写真のVersatranは建
機向けで海外基準（SAE、EN）に準拠しています。素材の最適化
によって柔らかく、最小曲げ半径を小さく抑えたのが特徴です。
また難燃性規格（MSHA）に対応したカバーゴムを採用していま
す。

建設機械用ホース

石油、鉱業、建築、航空宇宙、スポーツ関連
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沖合のタンカーと陸上の設備とをつなぎ原油を輸送するための
ホースです。海の中という特殊な環境に設置され、台風などの嵐
の海にも耐える耐久性が要求されるため設計には豊富な経験と高
い技術力が必要です。マリンホースを設計・製造できる会社は、
世界でも数える程しかありません。

現在、世界中で広く使用されている空気式防舷材は、横浜ゴムが
開発しました。2003年に初めて国際規格化された規格に適合し
た製品を製造販売、2017年には世界最大となる直径6mの空気式
防舷材を開発。“世界初”に拘っています。

各種工作機器向けの高圧ホースを販売しています。地盤改良用の
水・グラウトホース「GTシリーズ」は最高使用圧力42M P a の
「GT420」を追加。超高圧性に優れたホース構造と外傷対策とし
て耐摩耗性の高いホースカバーを採用しました。

建築用シーリング材

建物の機密性や防水のため構造物の隙間に充填する素材です。新商品の「Hamatite SC-DM2」は、コンク
リートやタイルなどの床目地（土間目地）用のポリサルファイド系シーリング材で、従来品よりも硬化が速
く、工期の短縮を可能にしました。硬度も高く、また、独自の配合技術を用いた耐候性や耐油・耐薬品性にも
優れた商品です。

航空機用部材（飲料水タンク）

航空機用の飲料水タンクです。継ぎ目なく成形されたインナーライナーの上から、エポキシなどの樹脂を含浸
させたガラス、カーボン繊維などの糸を巻きつけて製作し、かつ軽量で高い耐圧力／耐加速度性能を実現。米
国FDA、NSF-61など、飲料水に適合した材料により製造されています。

マリンホース

防舷（ぼうげん）材

ホース
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（株）プロギア のゴルフ用品は優れた設計技術と航空・宇宙分
野で培われた素材技術を駆使しています。「Q（キュー）」は、
悪いライからのショットなどの窮地を救い、ゴルフをより楽し
く、さらにスコアアップを実現する新発想の新クラブ。アマチュ
アゴルファーのスコアアップに貢献するオールラウンドギアで
す。

※横浜ゴムグループのスポーツ用品製造販売会社

ゴルフ用品
※
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タイヤ消費財事業

プレミアムタイヤ市場におけ
る存在感のさらなる向上

タイヤ生産財事業

OHT  を成長ドライバーと
して次の100年の収益の柱へ

MB事業

得意分野への資源集中

中期経営計画GD2020

横浜ゴムグループは、GD100の12年間でグローバル展開を推進し、着実に成長してきました。次のステップ
として、2018年度より中期経営計画GD2020をスタートしています。当社グループの強みを再定義し、独自
路線を強めた各事業の成長戦略を通じて経営基盤を強化することで、2020年代のさらなる飛躍に備えます。

成長戦略

当社独自の特性コントロール技術とグローバル開発体制により、卓越した性能と品質を作り出す技術戦略なら
びにグローバルでYOKOHAMAブランドを強化していくブランド戦略を進め、各事業分野における成長戦略に
取り組みます。

※OHT︓オフハイウェイタイヤ（農業機械用タイヤ、建設車両用タイヤ、産業車両用タイヤ、林業機械用タイヤなどの総
称）
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地域統括会社の持株会社化推進（海外子会
社のガバナンス強化）
地域統括会社への内部監査人配置を推進
（子会社への監査体制強化）
グローバル内部通報制度の導入による問題
の早期発見と未然防止

譲渡制限付株式報酬制度の導入
社外取締役の増員と社内取締役の減員

経営基盤の強化

経営基盤の強化策としては、有利子負債の削減や資産圧縮等の財務体質強化、企業風土の変革、リスクマネジ
メントなどの施策を進めます。

企業風土の変革

CSRでは、「未来への思いやり」をコンセプトに、あらゆるステークホルダーに向けて、事業活動を通じた価
値を創造していきます。また人事施策として、人的資源の活用と育成による組織の活性化を目指し、多様な人
材が働きやすい環境の整備や制度の導入を進めています。

コーポレート・ガバナンスの強化

国内外において、ガバナンスの強化を図っていきます。

リスクマネジメント

CSR会議を筆頭にリスクマネジメント委員会、中央安全衛生委員会、コンプライアンス委員会などの委員会や
会議体を設置し、企業が直面するさまざまなリスクを組織的に管理し、最小化しています。

GD2020の戦略を実行していく中で、価値を創造し、社会に提供していくことを約束します。

中期経営計画GD2020についての詳細は当社コーポレートサイトの「株主・投資家の皆様へ 」をご覧くだ
さい。

グローバルでのガバナンス 役員制度改革によるガバナンス
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発生日時
2017年5月14日（日曜日）
15︓00頃（現地時間） 同23︓00頃に鎮火

被災面積 東工場の北東エリア約17,400㎡

被災内容
建屋および生産設備の一部損傷、倉庫内商品
の焼失など
消火活動に伴う軽傷者2名

消火訓練 けが人の救助訓練

安全と防災の取り組み
2017年5月14日、ヨコハマタイヤフィリピンにおいて、火災事故が発生しました。お客さま、近隣にお住ま
いの皆さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めて深くお
詫び申し上げます。
当社グループは、同様の事故を発生させないよう、全社一丸となって抜本的火災対策を着実に積み重ねてまい
ります。

火災の概要

火災の再発防止策

当社は、火災の原因となり得る事項を一つずつ検証の上、それらに対して抜本的対策を行っています。さら
に、より早期に火災を発見、消火するための仕組みを策定、世界各地の生産現場に展開しています。そして、
消火設備の点検・火災訓練を繰り返し、二度と同様の火災を発生させないよう取り組んでいきます。

安全面の取り組み強化

安全面においては、安全で働きやすい職場づくりと健康づくりを目指してさまざまな取り組みを行っています
が、災害ゼロには至っていないのが現状です。
対策として、国内外の全生産拠点に対して、機械に挟まれたり巻き込まれたりするところはないか、転落する
ところはないかなど、災害に結びつくような危険を見つけ、対策するための設備の総点検を行っています。こ
の設備総点検には経営層が主体的に関与し、強いリーダーシップのもと、危険な設備を徹底的に洗い出し、改
善に取り組んでいます。
また、従業員自ら危険を予知し、対策できるよう、危険に対する感度を高める「危険体感訓練」も拡大してい
ます。

危険体感訓練
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安全ストラップの配布 安全唱和

さらに、安全な行動ができる・安全な職場づくりができる人を育てるために、「風土・マインドの改革 － 草
の根活動で安全意識の定着」にも取り組んでいます。安全グッズの配布や始業前に全員で安全唱和を行い、日
ごろから安全に対する意識の向上を図っています。

主な危険体感訓練の強化内容

1. 訓練内容の拡大︓三島工場、YTMT をはじめ体感訓練機の種類・教材の増加（質の向上）
2. 訓練実施回数を拡大
3. 訓練実施拠点を拡大︓国内外主要工場には全て設置済み。拡大を検討 期待する効果

※ヨコハマタイヤ・マニュファクチャリング・タイ

期待する効果

1. さまざまなタイプの危険に対する感度を磨く
2. 危険感度の維持・向上

※
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FTSE4Goodシリーズ（フィッチー・フォー・グッド）
ロンドン証券取引所グループの完全子会社で指数の構築と管理を
行う大手グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE 
Russell（フィッチー・ラッセル）社が提供するESG投資指数で
す。

FTSE Blossom Japan Index （フィッチー･ブロッサム・ジャ
パン・インデックス）
FTSE Russell社が提供するESGの対応に優れた日本企業のパ
フォーマンスを反映する指数です。

MSCI ジャパンESG セレクト・リーダーズ指数
世界の主要な投資家にリサーチに基づく指数やポートフォリオ分
析を提供する米国企業でESGリサーチの最大手であるMSCI社が
作成した日本銘柄を対象とした指数です。

外部評価
横浜ゴムはFTSE4Goodシリーズ、FTSE Blossom Japan IndexおよびMSCIジャパンESGセレクト・リーダー
ズ指数に選定されています。FTSE4Good IndexはESG投資を行う投資家の判断基準として世界的に活用され
ており、当社は2005年より13年連続で選定されています。FTSE Blossom Japan IndexとMSCIジャパン
ESGセレクト･リーダーズ指数は、2017年7月3日から年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が選定した3
つのESG投資指数のうちの2つに選ばれています。

2017年度受賞一覧
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賞・認証名 主催 受賞事業所 受賞理由

平成29年度資源循環技
術・システム表彰「奨
励賞」

一般社団法人産業環
境管理協会

横浜ゴム茨城工場 茨城工場のホース製造用・樹脂モールド材の産廃量削
減（リデュース）の取り組みにより、効率的な資源循
環を実現したため
※製品を通してに関連記事を掲載しています。

物流環境特別賞 一般社団法人日本物
流団体連合会

横浜ゴム・浜ゴム
物流

タイ・フィリピン・中国のグループ会社からのタイヤ
の輸入を複数荷主（輸出）とラウンドユースし、CO2
排出量の削減、トラックドライバー不足対策、港湾地
区の渋滞緩和などに貢献したため

グッドデザイン賞
乗用車用タイヤ
iceGUARD 6
SUV・ピックアップト
ラック向けマッドテ
レーンタイヤ
GEOLANDAR M/T 
G003

公益財団法人日本デ
ザイン振興会

横浜ゴム 優れたデザイン性や性能、ユーザーの目線に立った利
便性などが評価されたため

2017 NTDA Tyre 
Industry Awards 
”Industry Marketing 
Campaign of the 
Year”

National Tyre 
Distributors 
Association（英国)

Yokohama H.P.T. 
Ltd.（YHPT）

横浜ゴムがオフィシャルパートナーを務めるイングラ
ンド・プレミアリーグ「チェルシーFC」のホーム
ゲームにあわせて安全啓発メッセージを電子看板に掲
示したほか、YHPTとチェルシーFCのSNSでもメッ
セージを発信するなど、デジタルやインターネットを
駆使し、何万人ものサッカーファンにタイヤの安全性
の重要さを訴求したため

TyreSafe Awards 
2017

タイヤ安全協会
「TyreSafe」（英
国)

国情調査対象プロジェ
クト認定

中国国務院 優科豪馬橡膠有限
公司（Y-CH)が支
援している、生態
保護プロジェクト

Y-CHが2011年から支援している、雲南省麗江市老君
山自然保護区内の生態保護プロジェクト（山村におけ
る森林伐採のみに依存した経済を農畜産物生産に転換
し、生態系を保護する）を、中国において最も環境保
護の成功が見込めるプロジェクトと認定したため
※国情調査は中国の政策決定に重要な役割を果たす調
査。このプロジェクトについては、CSRレポート
2016（p19-20）に関連記事を掲載しています。

いきもの共生事業所®
認証取得

一般社団法人「いき
もの共生事業推進協
議会（ABINC）」

横浜ゴム平塚製造
所

敷地内での定期的な野鳥観察会の開催・記録、敷地内
に植樹した樹木の成長に伴う変化のモニタリングとし
てのCO2吸収固定量の継続的調査の実施、平塚市内の
川の保全活動（水質、水生生物、鳥類および植物のモ
ニタリング、外来植物の除去や清掃活動）、植樹活
動、苗木の提供活動といった生物多様性活動への取り
組みが評価されたため
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