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技術戦略

経営基盤の強化MB戦略

ブランド戦略

タイヤ消費財戦略

「GD2020」の位置づけ

タイヤ生産財戦略

CSR　
取り組む課題を「地球環境」「地域社会」「お客様」「株主・
投資家様」「お取引先様」「従業員」の6つのステークホ
ルダーごとに整理・分類し「未来への思いやり」をコンセ
プトに事業活動を通じた価値を創造します。

人事施策　
人的資源の活用と育成による組織の活性化を目指し、
在宅勤務制度の導入や育児／介護支援施策の検討、
チャレンジドと呼ばれる障がいを持つ方々の自立と社会
参画に貢献します。

コーポレートガバナンス　
グローバルでガバナンスを強化するため、海外の地域統括
会社の持株会社化の推進、地域統括会社への内部監査
人の配置、グローバル内部通報制度の導入などを進め
ます。また、役員制度改革によりガバナンス強化を図り
ます。

リスクマネジメント　
企業が直面する様々なリスクを組織的に管理し最小化
するため、CSR会議ほか、委員会や会議体を設置し、運営
していきます。

財務戦略　
3年間累計で2,000億円の営業キャッシュ・フローの
創出を目指します。また、資金調達ではグループ資金の
有効活用を図ります。これらにより、有利子負債削減など
の財務基盤の強化と適正な株主還元の両立を目指しま
す。配当性向は30％を目標とし、設備投資は減価償却費
の範囲内を計画しています。

＜財務目標（2020年度）＞

売上収益 7,000億円

営業利益（率） 700億円（10%）

D/Eレシオ 0.6倍

ROE 10%　

営業キャッシュ・フロー 2,000億円（3年間累計）

設備投資 減価償却費範囲内（除く戦略投資）

得意分野への資源集中　
持続的な成長が期待できる自動車部品ビジネスの拡大
と海洋事業での確固たる世界No.1を目指します。

＜自動車部品ビジネス＞
▶ 世界各国に設置した拠点から自動車用ホース配管や接着剤

などのグローバル展開を更に加速する。
▶ 大変革期を迎えた自動車業界の中で確実に成長していくた

めに次世代技術・商品の開発を推進する。

＜海洋事業＞
▶ 日本、インドネシア、イタリアの

3拠点生産体制を最大限に活用
し、世界的に高評価を得ている
マリンホースや空気式防舷材な
どを拡販する。

▶ 独自技術による商品開発を推進
し、更に安全なエネルギー輸送
に貢献する。

強みである独自の特性コントロール技術とグローバル
な開発体制の拡充により、卓越した性能と品質の商品を
作り出し「GD2020」の事業戦略を支えていきます。また、
先行技術開発として重要なモータースポーツ活動を
今後も積極的に進め、最高レベルの技術を追求します。

世界の自動車生産は堅調な成長が見込まれていますが、タイヤの
需要はそれ以上の成長が見込まれると見ており、「GD2020」で
は自動車生産台数の年率1.9％を上回る3.2％の伸長を前提とし
ています。しかし、タイヤ業界における競争は中国を始めとした
新興国メーカーの増産で激しさを増しており、タイヤメーカーの
金額シェア推移では上位メーカーのシェアが下落傾向にあります。
こうした事業環境の中、「横浜ゴムの強みを再定義し、独自路線を
強めた成長戦略を通じて経営基盤を強化し、2020年代における
更なる飛躍に備える」を「GD2020」の位置づけとしています。

オフハイウェイタイヤを成長ドライバーとして次の100年の収益の柱へ
オフハイウェイタイヤを成長ドライバーとした事業拡大と
北米事業基盤を活かしたトラック・バス用タイヤの拡販に取り
組みます。これにより、横浜ゴムグループにおけるタイヤ生産
財事業の構成比率を更に高め、次の100年の収益の柱に育て
ます。
＜オフハイウェイタイヤ＞
▶ ATGの農業機械用、林業機械用タイヤ、愛知タイヤ工業の産業車両

用タイヤ、横浜ゴムの建設車両用タイヤを最大限に活用し、事業
ポートフォリオの更なる拡充を図る。

▶ インドを拠点としたATGの持つ圧倒的なコスト競争力を強みに
拡販する。

▶競争優位な特殊用途タイヤを更に強化する。

＜トラック・バス用タイヤ＞
▶ 米国ミシシッピ州に建設した最新鋭の設備を持つトラック・バス用

タイヤ工場の高い品質と柔軟な供給体制を強みに世界最大級の
北米市場での拡販を図る。

▶ 独自技術SpiraLoop®（スパイラループ）を採用した超偏平シングル
タイヤを積極的に展開する。

プレミアムタイヤ市場における存在感の更なる向上
拡大の見込まれるプレミアムタイヤ市場における存在感の更なる向上を目指し、４つの戦略を推進します。

中期経営計画「GD2020」
横浜ゴムは2018年に３ヶ年の中期経営計画「GD2020（グランドデザイン2020）」をスタートし、
2020年代における更なる飛躍に向けて各事業の成長戦略と経営基盤の強化に取り組んでいます。

▶ プレミアムカー戦略
 技術と品質でプレミアム

カーから指定されるタイ
ヤメーカーを目指す。

▶ お客様との
 コミュニケーション活性化
 「クルマのある生活をもっと

楽しく！」を体現するタイ
ヤメーカーを目指す。

▶ ウィンタータイヤ戦略
 国内、欧州、ロシア・北欧向

けウィンタータイヤで性
能No.1を目指す。

▶ ホビータイヤ戦略
 レースやクラシックカーな

どあらゆる自動車ユーザー
の趣味に対応する商品ライ
ンナップの拡充。

コーポレートサイト
「株主・投資家の皆様へ」

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。

R&D拠点　評価拠点

スウェーデン

スペイン
ドイツ

日本
中国

タイ

米国

SUPER FORMULAへ
のワンメイク供給

グローバル開発体制

2006～
2017年 2021年～

成長戦略
タイヤ消費財事業
タイヤ生産財事業
MB事業

経営基盤強化
●財務体質の改善
●企業風土の変革
●リスクマネジメント強化

タイヤ消費財

2015年 2020年

タイヤ消費財

タイヤ生産財 タイヤ生産財

MB MB

事業別構成比

米国ミシシッピ州に新設したトラック・バス用タイヤ工場
超偏平シングルタイヤ

英国プレミアリーグ「チェルシーFC」と2015年7月から
5年間のオフィシャルシャツパートナー契約を締結し、
グローバルでのブランド強化に取り組んできました。
2020年7月からはオフィシャル グローバ ル タイヤ
パートナー契約を締結し、引き続きブランド強化を
図ります。更にFacebookなどSNSを駆使し、アクティブ
な企業イメージを訴求していきます。
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 横浜ゴムは2018年より3ヶ年の中期経営計画「グランドデザイン2020（GD2020）」をスタート

しました。横浜ゴムの強みを再定義し、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、

これによりきたるべき2020年代における更なる飛躍に備えることが「GD2020」の位置づけです。

各戦略に基づいた2019年の主な活動と今後の取り組みについてご紹介します。

 2019年度の日本経済は生産活動が引き続き低調な中、消費
増税に伴う駆け込み需要の反動や台風の影響などで消費活動が
鈍化し、景気は足踏み状態となりました。世界経済は米国では
景気が回復基調となりましたが、欧州や中国では景気低迷が
続きました。こうした状況の中、当期の売上収益は前期比微増の
6,505億円、事業利益は同15.4％減の501億円となりました。

また、第1四半期の固定資産の売却、第3四半期のインドの法人
税率引き下げに伴うATG組織再編時に計上した税金負債の
取り崩しなどにより営業利益は同9.5％増の586億円、親会社
の所有者に帰属する当期利益は同17.8％増の420億円となり
ました。この結果、売上収益、当期利益は過去最高となりました。

売上収益、当期利益は過去最高に

 タイヤ消費財事業は4つの切り口で戦略を推進しています。
1つめの「プレミアムカー戦略」では2019年もポルシェ「カイエン」
に「ADVAN Sport V105」、トヨタ「C-HR “GR SPORT”」に

「ADVAN FLEVA V701」が納入されるなどハイインチ高性能
タイヤを中心にプレミアムカーへの新車装着を拡大しました。
 2つめの「ウィンタータイヤ戦略」では国内スタッドレス
タイヤ、欧州ウィンタータイヤ、ロシア／北欧向けのスタッド
タイヤにおいてナンバーワンの性能を目指し、商品開発に
取り組んでいます。2019年は乗用車用スタッドレスタイヤ

「iceGUARD iG53」、SUV向けスタッドレスタイヤ「iceGUARD 
G075」を北米市場に投入し、いずれも市場で好評を得ています。
 3つめの「ホビータイヤ戦略」ではモータースポーツ、
クラシック、オフロード、ドレスアップなどあらゆる自動車
ユーザーの趣味に対応すべく「ADVAN」や「GEOLANDAR」

シリーズをはじめとした「ホビータイヤ」の新商品投入および
サイズラインアップの拡充に意欲的に取り組んでいます。2019年
は、北米の世界最大規模の自動車用品ショー「SEMA Show」に
11年ぶりに出展したほか、日本でも2020年1月に開催された

「東京オートサロン」において、「ホビータイヤ」を全面的に訴求
しました。そして、製品アワードも多数受賞することができました。

「SEMA Show」の「New Products Award」では、SUV・ピック
アップトラック向けタイヤ「GEOLANDAR X-AT」が「Best 
New Tire Winner」を受賞したほか、「GEOLANDAR X-CV」
および「ADVAN APEX V601」も表彰され、3つの賞を独占受賞
しました。そのほかにもSUV・ピックアップトラック向けマッド
テレーンタイヤ「GEOLANDAR X-MT」が「Red dot Design 
Award」を、「GEOLANDAR X-AT」と「GEOLANDAR X-CV」が

「シカゴ・アテネウム グッドデザイン賞 2019」を受賞しました。

タイヤ消費財事業：高い製品性能を武器にプレミアムタイヤ市場を狙う

横浜ゴムの強みを再定義し、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

社長メッセージ

山石　昌孝
代表取締役社長

ポルシェ「カイエン」に装着された
「ADVAN Sport V105」

北米市場向けに投入した乗用車用
スタッドレスタイヤ「iceGUARD iG53」

「東京オートサロン」の
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 横浜ゴムは2018年より3ヶ年の中期経営計画「グランドデザイン2020（GD2020）」をスタート

しました。横浜ゴムの強みを再定義し、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、

これによりきたるべき2020年代における更なる飛躍に備えることが「GD2020」の位置づけです。

各戦略に基づいた2019年の主な活動と今後の取り組みについてご紹介します。

 2019年度の日本経済は生産活動が引き続き低調な中、消費
増税に伴う駆け込み需要の反動や台風の影響などで消費活動が
鈍化し、景気は足踏み状態となりました。世界経済は米国では
景気が回復基調となりましたが、欧州や中国では景気低迷が
続きました。こうした状況の中、当期の売上収益は前期比微増の
6,505億円、事業利益は同15.4％減の501億円となりました。

また、第1四半期の固定資産の売却、第3四半期のインドの法人
税率引き下げに伴うATG組織再編時に計上した税金負債の
取り崩しなどにより営業利益は同9.5％増の586億円、親会社
の所有者に帰属する当期利益は同17.8％増の420億円となり
ました。この結果、売上収益、当期利益は過去最高となりました。

売上収益、当期利益は過去最高に

 タイヤ消費財事業は4つの切り口で戦略を推進しています。
1つめの「プレミアムカー戦略」では2019年もポルシェ「カイエン」
に「ADVAN Sport V105」、トヨタ「C-HR “GR SPORT”」に

「ADVAN FLEVA V701」が納入されるなどハイインチ高性能
タイヤを中心にプレミアムカーへの新車装着を拡大しました。
 2つめの「ウィンタータイヤ戦略」では国内スタッドレス
タイヤ、欧州ウィンタータイヤ、ロシア／北欧向けのスタッド
タイヤにおいてナンバーワンの性能を目指し、商品開発に
取り組んでいます。2019年は乗用車用スタッドレスタイヤ

「iceGUARD iG53」、SUV向けスタッドレスタイヤ「iceGUARD 
G075」を北米市場に投入し、いずれも市場で好評を得ています。
 3つめの「ホビータイヤ戦略」ではモータースポーツ、
クラシック、オフロード、ドレスアップなどあらゆる自動車
ユーザーの趣味に対応すべく「ADVAN」や「GEOLANDAR」

シリーズをはじめとした「ホビータイヤ」の新商品投入および
サイズラインアップの拡充に意欲的に取り組んでいます。2019年
は、北米の世界最大規模の自動車用品ショー「SEMA Show」に
11年ぶりに出展したほか、日本でも2020年1月に開催された

「東京オートサロン」において、「ホビータイヤ」を全面的に訴求
しました。そして、製品アワードも多数受賞することができました。

「SEMA Show」の「New Products Award」では、SUV・ピック
アップトラック向けタイヤ「GEOLANDAR X-AT」が「Best 
New Tire Winner」を受賞したほか、「GEOLANDAR X-CV」
および「ADVAN APEX V601」も表彰され、3つの賞を独占受賞
しました。そのほかにもSUV・ピックアップトラック向けマッド
テレーンタイヤ「GEOLANDAR X-MT」が「Red dot Design 
Award」を、「GEOLANDAR X-AT」と「GEOLANDAR X-CV」が

「シカゴ・アテネウム グッドデザイン賞 2019」を受賞しました。

タイヤ消費財事業：高い製品性能を武器にプレミアムタイヤ市場を狙う
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 タイヤ生産財事業ではオフハイウェイタイヤ（OHT）を
成長ドライバーとして、事業拡大を図っています。2016年に
買収したATGの農業機械用タイヤ、林業機械用タイヤ、2017年
に買収した愛知タイヤ工業の産業車両用タイヤ、そして横浜ゴム
の建設車両用タイヤを最大限活用し、事業ポートフォリオ
拡充を進めています。特にインドを拠点としたATGは、圧倒的
なコスト競争力と多様な商品ラインアップを武器に力強い成長
を実現しています。インド・ダヘジ工場の拡張工事は当初計画
通り、2019年末に1.6倍の能力増強が完了しました。
 また、トラック・バス用タイヤでは北米の事業基盤を活用し

拡大を進めています。米国のトラック・バス用タイヤ生産拠点で
あるYokohama Tire Manufacturing Mississippi, LLC.は、
2019年にIATF16949認証を取得し、継続的なOE納入を実現して
います。また、商品面においては横浜ゴムの独自技術である
SpiraLoop®と呼ばれるベルト構造を採用した超偏平シングル
タイヤを主軸に商品開発の強化にも取り組んでいます。2019年
はトレーラー向けの超偏平シングルタイヤ「114R」を北米市場
で発売するなど商品ラインアップを拡充しています。超偏平
シングルタイヤは堅調な需要増を見込んでおり、さらなる拡販
のために三重工場の設備能力を2020年上期に倍増させました。

タイヤ生産財事業：オフハイウェイタイヤが力強く成長

 モータースポーツ活動は先行技術開発の場として当社に
とって重要な位置づけです。2019年も全日本スーパー
フォーミュラ選手権のワンメイク供給やSUPER GTへの参戦
など国内外のトップレースをサポートしました。ニュルブル
クリンク24時間耐久レースではKondo Racingをサポートし、
初出場で日本車最高位の総合9位を獲得しました。また、米国
ではPorscheが開催するレース「GT3 Cup Challenge」に長年
ワンメイク供給を行っていますが、2020年よりもうひとつのカ
テゴリである「Porsche Sprint Trophy」にもワンメイク供給
を行うことが決定しています。今後も国内外のモータース
ポーツ活動を通じて最高レベルの技術を追求していきます。

モータースポーツ活動を通じて最高レベルの技術を追求

 MB事業は持続的な成長が期待できる自動車部品ビジネス
と技術優位性の高い海洋事業を戦略の柱として事業を推進

しています。2019年は世界最大の超大型空気式防舷材の
納入を開始し、市場での存在感を発揮しています。

MB事業：得意分野への資源集中

 当社では2015年からイングランド・プレミアリーグ
「チェルシーFC」とのオフィシャルシャツパートナー契約を
締結し、全世界での「ヨコハマタイヤ」の認知度向上と販売伸長
によるマーケットシェア拡大に取り組んでまいりました。2019
年のヨコハマタイヤの認知度は2015年に比べ、欧州で９％、
東南アジアで13％向上し、グローバルでは7%向上しました。
オフィシャルシャツパートナー契約は初期の目標を達成した
ため、当初の契約通り2020年6月で終了し、2020年7月からは
新たにオフィシャルグローバルタイヤパートナー契約を締結
しました。スタジアムLED、インタビューのバックボードへの
ロゴ表記などは継続して実施します。海外販路においては引き
続きチェルシーFCを販促に活用し、販売拡大を図ります。

ブランド戦略：グローバルでのブランド認知度を向上

 ４つめは「お客様とのコミュニケーション活性化」です。
当社ではあらゆるジャンルのカーコミュニティに積極的に参加
し、イベント、SNS、Webを通じてカーライフを楽しむお客様と
の日常的なコミュニケーションの向上に努めています。2020年
もプレミアムタイヤ市場において、付加価値の高い商品のさら
なる拡販に努めてまいります。
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 当社では「多様な人材活用」「仕事と生活の両立支援」を軸に
これまで取り組みを行ってきました。まず「多様な人材活用」
です。現在、当社では総合職で2割の女性が活躍し、過去3年の
総合職採用は平均して約3割が女性となっています。また、
スタッフ部門と製造現場において65歳以上の社員146名、
障がい者の方175名が活躍しています。2019年発足のダイバー
シティ推進タスクでは主にマネジメント層を対象とした「イク
ボス」や「LGBT」などのセミナーを開催し、多様な人材への理解
を深めるための活動を行っています。加えて、社員育成の強化も

実施しており、次世代経営者の育成のため国内ビジネス
スクールのエグゼクティブMBAコースへ社員の派遣を行って
います。
 「仕事と生活の両立支援」では育児関連制度の拡充の結果、
2019年の「育児休業取得率」は女性で100％、男性で62％を
達成しています。当社はこれまでに時間単位有給制度、在宅
勤務制度、フレックスタイム制度などを導入し、柔軟な働き方
を実現するための制度を整えてきました。今後も労使間の最優先
事項として働き方改革を加速していきます。

 近年、世界の社会情勢の変化により私たちを取り巻く環境
は大きく変化しており、持続可能な社会実現のための行動が
一層求められています。当社は2020年1月に持続可能な経済の
実現を目指す国際的な環境非営利団体「CDP」から「気候変動 
A リスト 2019」に選定されました。例えば、タイヤの主力生産
工場であるYokohama Tire Philippines, Inc.に太陽光発電
システムを設置し、再生可能エネルギーの使用率を高める活動
を行うなど日頃のESG活動に高い評価をいただけた結果で
あると考えています。また「低燃費タイヤ」に代表される「環境
貢献商品」の性能向上とラインアップの拡充を通じて、次世代に

つながる環境づくりに貢献しています。天然ゴム調達において
は2018年に策定した「持続可能な天然ゴムの調達方針」に基づき、
天然ゴム農園での労働状況調査や商流調査を開始しました。
 コーポレートガバナンス体制においては、公認会計士、
M&A有識者といった専門性の高い方々を独立社外取締役に
迎えたほか、海外グループ会社の経営者を取締役として加える
など機能強化ならびに人材の多様化を図りました。当社のESG
活動は世界的にも高く評価され、ESG投資の世界的指数

「FTSE4Good Index Series」に15年連続で選定されており、
今後も取り組みを一層強化してまいります。

■ 健全な財務体質の確保が使命
 CFOに求められる役割は会社の状況に応じて多岐に渡り
ますが、私が一貫して重視しているのが財務の健全性の確保です。
成長投資に向けた資金を安定的に調達しつつ、その負担を吸収し、
将来的な様々なリスクを最小化していける強固な財務基盤を
構築・維持することが重要だと考えています。そのため、バランス
シートの健全性の確保、各事業単位でのキャッシュ・フロー
創出の最大化に取り組んでいます。また、当社は世界120カ国
以上で事業を展開していますので、グローバルでのキャッシュ
マネジメント体制の確立を進め、横浜ゴムグループ全体での
資金の効率化を推進しています。

■ ATG買収前のD/Eレシオ0.6倍を達成
 2019年度は財務面では有利子負債の圧縮を強化し

「GD2020」の目標に掲げたD/Eレシオ0.6倍を1年前倒しで達成
することができました。この数字は当社最大規模の買収案件で
あった2016年のATG買収前と同水準です。2016年は私が
経理部長に就任した年で、買収により悪化した財務バランスを
短期間で買収前のレベルまで戻すことが私自身に課したミッ
ションでした。想定よりも早く財務体質を改善できたことは
大きな手応えを感じています。

■ 次の打ち手への基盤が整う
 2019年までに「GD2020」の位置づけである「2020年代に
おける更なる飛躍に備える」に向け、新たな成長の打ち手を実施
するための財務基盤は整ってきたと実感しています。2020年
は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で厳しい事業環境と
なりますが、当社の健全な財務体質をもってすれば決して乗り
越えられない危機ではありません。手元流動性の確保とキャッシュ
アウトの削減を徹底するとともに、2019年までに確立した
グローバル・キャッシュマネジメント体制を進化させ、各地域
の状況に応じて最適かつタイムリーな資金分配を行うことで、
当社グループの持続的成長を支えてまいります。

経営基盤の強化：ESG 活動のさらなる強化

経営基盤の強化：人的資源の最大活用と育成による組織活性化

 財務戦略では各事業の収益力向上によるキャッシュ・
フローの創出とグループ資金を有効活用した効率的な資金管理
により、財務基盤の強化を図っています。2019年度の有利子負債

は前期比で205億円と大幅に削減し、D/Eレシオは同マイナス
0.12倍の0.57倍となり、財務目標の0.6倍を1年前倒しで達成
しており、財務体質の改善が着実に進んでいます。

経営基盤の強化：財務体質の改善

 自動車業界は今、電動化、自動運転、シェアリングエコノミー
の拡大など大きな転換期を迎えており、経営環境は急速に変化
しています。加えて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に

より、世界経済の大幅な落ち込みは必至です。私が社長として
先陣に立ち、グループの総力を結集してこの難局を乗り越えて
まいります。

きたるべき 2020 年代における更なる飛躍に備える

CFOメッセージ

財務の健全性と成長投資の調和を図り、
横浜ゴムグループの持続的成長を
支えていきます
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 当社では「多様な人材活用」「仕事と生活の両立支援」を軸に
これまで取り組みを行ってきました。まず「多様な人材活用」
です。現在、当社では総合職で2割の女性が活躍し、過去3年の
総合職採用は平均して約3割が女性となっています。また、
スタッフ部門と製造現場において65歳以上の社員146名、
障がい者の方175名が活躍しています。2019年発足のダイバー
シティ推進タスクでは主にマネジメント層を対象とした「イク
ボス」や「LGBT」などのセミナーを開催し、多様な人材への理解
を深めるための活動を行っています。加えて、社員育成の強化も

実施しており、次世代経営者の育成のため国内ビジネス
スクールのエグゼクティブMBAコースへ社員の派遣を行って
います。
 「仕事と生活の両立支援」では育児関連制度の拡充の結果、
2019年の「育児休業取得率」は女性で100％、男性で62％を
達成しています。当社はこれまでに時間単位有給制度、在宅
勤務制度、フレックスタイム制度などを導入し、柔軟な働き方
を実現するための制度を整えてきました。今後も労使間の最優先
事項として働き方改革を加速していきます。

 近年、世界の社会情勢の変化により私たちを取り巻く環境
は大きく変化しており、持続可能な社会実現のための行動が
一層求められています。当社は2020年1月に持続可能な経済の
実現を目指す国際的な環境非営利団体「CDP」から「気候変動 
A リスト 2019」に選定されました。例えば、タイヤの主力生産
工場であるYokohama Tire Philippines, Inc.に太陽光発電
システムを設置し、再生可能エネルギーの使用率を高める活動
を行うなど日頃のESG活動に高い評価をいただけた結果で
あると考えています。また「低燃費タイヤ」に代表される「環境
貢献商品」の性能向上とラインアップの拡充を通じて、次世代に

つながる環境づくりに貢献しています。天然ゴム調達において
は2018年に策定した「持続可能な天然ゴムの調達方針」に基づき、
天然ゴム農園での労働状況調査や商流調査を開始しました。
 コーポレートガバナンス体制においては、公認会計士、
M&A有識者といった専門性の高い方々を独立社外取締役に
迎えたほか、海外グループ会社の経営者を取締役として加える
など機能強化ならびに人材の多様化を図りました。当社のESG
活動は世界的にも高く評価され、ESG投資の世界的指数

「FTSE4Good Index Series」に15年連続で選定されており、
今後も取り組みを一層強化してまいります。

■ 健全な財務体質の確保が使命
 CFOに求められる役割は会社の状況に応じて多岐に渡り
ますが、私が一貫して重視しているのが財務の健全性の確保です。
成長投資に向けた資金を安定的に調達しつつ、その負担を吸収し、
将来的な様々なリスクを最小化していける強固な財務基盤を
構築・維持することが重要だと考えています。そのため、バランス
シートの健全性の確保、各事業単位でのキャッシュ・フロー
創出の最大化に取り組んでいます。また、当社は世界120カ国
以上で事業を展開していますので、グローバルでのキャッシュ
マネジメント体制の確立を進め、横浜ゴムグループ全体での
資金の効率化を推進しています。

■ ATG買収前のD/Eレシオ0.6倍を達成
 2019年度は財務面では有利子負債の圧縮を強化し

「GD2020」の目標に掲げたD/Eレシオ0.6倍を1年前倒しで達成
することができました。この数字は当社最大規模の買収案件で
あった2016年のATG買収前と同水準です。2016年は私が
経理部長に就任した年で、買収により悪化した財務バランスを
短期間で買収前のレベルまで戻すことが私自身に課したミッ
ションでした。想定よりも早く財務体質を改善できたことは
大きな手応えを感じています。

■ 次の打ち手への基盤が整う
 2019年までに「GD2020」の位置づけである「2020年代に
おける更なる飛躍に備える」に向け、新たな成長の打ち手を実施
するための財務基盤は整ってきたと実感しています。2020年
は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で厳しい事業環境と
なりますが、当社の健全な財務体質をもってすれば決して乗り
越えられない危機ではありません。手元流動性の確保とキャッシュ
アウトの削減を徹底するとともに、2019年までに確立した
グローバル・キャッシュマネジメント体制を進化させ、各地域
の状況に応じて最適かつタイムリーな資金分配を行うことで、
当社グループの持続的成長を支えてまいります。

経営基盤の強化：ESG 活動のさらなる強化

経営基盤の強化：人的資源の最大活用と育成による組織活性化

 財務戦略では各事業の収益力向上によるキャッシュ・
フローの創出とグループ資金を有効活用した効率的な資金管理
により、財務基盤の強化を図っています。2019年度の有利子負債

は前期比で205億円と大幅に削減し、D/Eレシオは同マイナス
0.12倍の0.57倍となり、財務目標の0.6倍を1年前倒しで達成
しており、財務体質の改善が着実に進んでいます。
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