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2014年度 連結業績
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損益状況（通期）

US$ 106円 98円(前年) +8円

EUR 140円 130円(前年) +11円

2014年 2013年 為替 為替除く
1-12月 1-12月 影響 増減

売上高 6,252 6,016 +236 +3.9% +155 +81

売上総利益 2,173 2,061 +112 +5.4% +69 +42

　（売上総利益率） (34.8%) (34.3%) (+0.5%)

販管費 1,582 1,495 +87 +5.8% +25 +62

　（販管費率） (25.3%) (24.8%) (+0.5%)

営業利益 591 566 +24 +4.3% +44 ▲20

　（営業利益率） (9.4%) (9.4%) (+0.0%)

営業外収支 ▲33 29 ▲61 - ▲55 ▲6

経常利益 558 595 ▲37 ▲6.2% ▲11 ▲26

税前利益 626 558 +68 +12.1%

当期純利益 405 350 +55 +15.7%

為替レート
（億円）

増減 増減率
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経常利益増減要因

2013年
通期

2014年
通期営業利益 ＋24億円 増益営業利益 ＋24億円 増益

経常利益 ▲37億円 減益経常利益 ▲37億円 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
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事業別セグメント（通期）

（億円）

2014年 2013年 為替 為替除く
1-12月 1-12月 影響 増減

タイヤ 4,976 4,795 +181 +3.8% +122 +58

ＭＢ 1,277 1,221 +56 +4.6% +33 +22

　工業品 1,015 969 +46 +4.7%  

　　 ホース配管 487 463 +25 +5.4%  

　　 工業資材 269 266 +3 +1.2%

　　 ハマタイト 258 241 +18 +7.3%  

　その他 262 252 +10 +4.0%

　　 航空部品 188 180 +8 +4.3%  

　　 スポーツ他 75 72 +2 +3.2%  

合計 6,252 6,016 +236 +3.9% +155 +81

タイヤ 486 460 +26 +5.6% +27 ▲2

ＭＢ 105 106 ▲2 ▲1.6% +17 ▲18

　　工業品 76 77 ▲1 ▲1.4%  

　　その他 29 30 ▲1 ▲2.1%

セグメント間消去 0 ▲0 +0 －

合計 591 566 +24 +4.3% +44 ▲20

増減 増減率

売
上
高

営
業
利
益
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2013年
通期

2014年
通期営業利益 ＋26億円 増益営業利益 ＋26億円 増益

増益要因

減益要因

タイヤの営業利益増減要因

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
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2013年
通期

2014年
通期営業利益 ▲2億円 減益営業利益 ▲2億円 減益

増益要因

減益要因

ＭＢの営業利益増減要因

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
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損益状況（半期別）

US$ 102円 +7円 US$ 109円 +9円 US$ 106円 +8円

EUR 140円 +15円 EUR 140円 +7円 EUR 140円 +11円

（億円）

14年度 前年比 14年度 前年比 14年度 前年比
上期 増減 下期 増減 通期 増減

売上高 2,839 +142 3,414 +94 6,252 +236

売上総利益 976 +87 1,197 +24 2,173 +112

　（売上総利益率） (34.4%) (+1.4%) (35.1%) (▲0.3%) (34.8%) (+0.5%)

販管費 740 +42 842 +45 1,582 +87

　（販管費率） (26.1%) (+0.2%) (24.7%) (+0.7%) (25.3%) (+0.5%)

営業利益 236 +45 355 ▲21 591 +24

　（営業利益率） (8.3%) (+1.2%) (10.4%) (▲0.9%) (9.4%) (+0.0%)

営業外収支 ▲10 ▲25 ▲23 ▲36 ▲33 ▲61

経常利益 226 +20 332 ▲57 558 ▲37

税前利益 265 +59 361 +9 626 +68

当期純利益 180 +50 225 +5 405 +55

為替レート
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経常利益増減要因

経常利益 ＋20億円 増益経常利益 ＋20億円 増益上期（1-6月）

下期（7-12月） 経常利益 ▲57億円 減益経常利益 ▲57億円 減益

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

増益要因

減益要因

増益要因

減益要因
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財務状況（前期末比）

（億円）

14/12月末 13/12月末 増減

流動資産 3,524 3,193 +331

固定資産 3,821 3,343 　 +478

資産合計 7,345 6,536 　 +809

負債 4,037 3,746 　 +292

純資産 3,308 2,790 +518

負債・純資産合計 7,345 6,536 +809

有利子負債 1,843 1,753 +91
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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



12

キャッシュ・フローの状況

（億円）

2014年度 2013年度 増減

営業活動によるCF 590 467 ＋ 123

投資活動によるCF ▲ 537 ▲ 446 ▲ 92

フリー CF 53 21 ＋ 32

財務活動によるCF ▲ 1 85 ▲ 86

現金同等物の期末残高 445 359 ＋ 86
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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

※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）



2015年度の業績見通し
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２０１５年度損益予想（通期）
US$ 115円 106円(前年) +9円

EUR 130円 140円(前年) ▲10円

RUB 1.8円 2.8円(前年) ▲1.0円

天然ゴム 198円/ＫＧ

（億円）

為替
影響

売上高 6,730 6,252 +478 +7.6% +100

売上総利益 2,355 2,173 +182 +8.4% ▲1

　（売上総利益率） (35.0%) (34.8%) (+0.2%)

販管費 1,715 1,582 +133 +8.4% +21

　（販管費率） (25.5%) (25.3%) (+0.2%)

営業利益 640 591 +49 +8.4% ▲22

　（営業利益率） (9.5%) (9.4%) (+0.1%)

営業外収支 ▲95 ▲33 ▲62 - ▲28

経常利益 545 558 ▲13 ▲2.3% ▲50

税前利益 540 626 ▲86 ▲13.7%

当期純利益 360 405 ▲45 ▲11.1%

2015年 2014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）

2015年 2014年
1-12月 1-12月

タイヤ 5,385 4,976 +409 +8.2% +65

ＭＢ 1,345 1,277 +68 +5.3% +35

　工業品 1,075 1,015 +60 +6.0%

　その他 270 262 +8 +3.0%

合計 6,730 6,252 +478 +7.6% +100

タイヤ 525 486 +39 +8.1% ▲28

ＭＢ 115 105 +10 +9.8% +6

　工業品 82 76 +6 +8.2%

　その他 33 29 +4 +14.1%

セグメント間消去 － +0 － －

合計 640 591 +49 +8.4% ▲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

2014年度 2015年度

営業利益 ＋49億円 増益営業利益 ＋49億円 増益

経常利益 ▲13億円 減益経常利益 ▲13億円 減益

2015年 （通期） （億円）

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
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２０１５年度損益予想（上期）
US$ 115円 102円(前年) +13円

EUR 130円 140円(前年) ▲10円

RUB 1.8円 2.9円(前年) ▲1.1円

（億円）

2015年 2014年 為替
上期 上期 影響

売上高 3,070 2,839 +231 +8.1% +51

売上総利益 1,040 976 +64 +6.5% ▲0

　（売上総利益率） (33.9%) (34.4%) (▲0.5%)

販管費 800 740 +60 +8.1% +10

　（販管費率） (26.1%) (26.1%) (▲0.0%)

営業利益 240 236 +4 +1.8% ▲10

　（営業利益率） (7.8%) (8.3%) (▲0.5%)

営業外収支 ▲70 ▲10 ▲60 - ▲28

経常利益 170 226 ▲56 ▲24.8% ▲38

税前利益 169 265 ▲96 ▲36.1%

当期純利益 105 180 ▲75 ▲41.5%

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）

2015年 2014年 

上期 上期

タイヤ 2,410 2,219 +191 +8.6% +33

ＭＢ 660 620 +40 +6.5% +17

　工業品 525 492 +33 +6.7%  

　その他 135 128 +7 +5.5%

合計 3,070 2,839 +231 +8.1% +51

タイヤ 190 185 +5 +2.6% ▲13

ＭＢ 50 51 ▲1 ▲1.1% +3

　工業品 36 36 ▲0 ▲0.6%  

　その他 14 14 ▲0 ▲2.4%

セグメント間消去 － +0 － －

合計 240 236 +4 +1.8% ▲10

為替影響

売
上
高

営
業
利
益

増減 増減率



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。


