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連結の範囲等
■連結の範囲

連結子会社　１３６社（前期比＋１４社） 持分法適用会社　０社（前期比△１社）

（増減内訳） （増減内訳）

　　日本　　　△１社（タイヤ） 　　日本　　　△１社（タイヤ）
　　アジア　　＋３社（ＭＢ）
　　欧州　　　＋２社（ＭＢ）
　　ＡＴＧ　　＋１０社

■異動の内訳

（タイヤ　新規＋１社） （タイヤ　減少△１社）

　　亀山ビード㈱　（日本/タイヤビード製造販売会社） 　　ヨコハマコンチネンタルタイヤ㈱

　　（日本/タイヤ国内販売会社）

（タイヤ　減少△２社）

　　（日本/タイヤ国内販売孫会社）

（ＭＢ　　新規＋５社）

　　上海優科豪馬橡胶制品商貿有限公司　（中国/ＭＢ販売会社）

　　Yokohama Industri a l  Products  As ia-Paci f i c Pte. Ltd.　（シンガポール/ＭＢ販売会社）

　　PT.Yokohama Industri a l  Products  Manufacturing  Indones ia　（インドネシア/ＭＢ製造販売会社）

　　Yokohama Industri a l  Products  Europe GmbH　（ドイツ/ＭＢ販売会社）

　　Yokohama Industri a l  Products  Ita l y S.R .L.　（イタリア/ＭＢ製造販売会社）

（ＡＴＧ　　新規＋１０社）

　　Al l i ance Ti re Group B .V .　（オランダ/持株会社等）

　　Al l i ance Ti re Holding  Ltd.　（イスラエル/持株会社等）

　　Al l i ance Ti re Company Ltd.　（イスラエル/事業会社）

　　Al l i ance Ti re Europe B .V .　（オランダ/事業会社）

　　Al l i ance Ti re Americas  Inc.　（アメリカ/事業会社）

　　Al l i ance Ti re South Afri ca (Pty)  Ltd.　（南アフリカ共和国/事業会社）

　　Turgco Ltd.　（キプロス/持株会社等）

　　ATC Ti res  Pri vate Ltd.　（インド/事業会社）

　　青島艾林斯輪胎有限公司　（中国/事業会社）

　　ATG Holdings  B .V .　（オランダ/持株会社等）



本社所在地： オランダ

売上高： 529百万ドル（2015年度IFRSベース）

営業利益： 95百万ドル（2015年度IFRSベース）

事業内容： 農機用、林業用、産業用、建機用タイヤの製造及び販売

生産拠点： 3拠点（インド：2拠点、イスラエル：1拠点）

従業員数： 約4,500名

Alliance Tire Group B.V. 概要

用途ごとに3ブランドを使い分けて、商品数は2,000を超える

買収価格： 約11.8億ﾄﾞﾙ（約1,340億円）

株式取得日： 2016年7月1日

地域別売上高構成比 製品別売上高構成比

北米
51%

欧州
40%

その他9%

農機用
51%産業用

29%

林業用
7%

トラック・バス用

13%

インド、イスラエルの3箇所の生産拠点から、グローバルで120ヵ国超に販売

ハデラ工場（イスラエル）

 稼働開始： 1952年

 生産品目：AG/ID/Forestry/OTR

 生産能力： 40,000トン/年

 生産実績： 25,000トン/年

ダヘジ工場（インド）

 稼働開始： 2015年

 生産品目： AG/ID/Forestry/OTR

 生産能力： 20,000トン/年

 生産実績： 14,000トン/年

 稼働開始： 2010年

 生産品目： AG/ID/Forestry/OTR

 生産能力： 87,000トン/年

 生産実績： 64,000トン/年

ティルネルヴェーリ工場（インド）

生産拠点概要



2016年度 第3四半期 連結業績
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損益状況（第３四半期累計）

US$ 109円 121円(前期) ▲12円

EUR 121円 135円(前期) ▲14円

RUB 1.6円 2.1円(前期) ▲0.5円

TSR20※ 129㌣ 143㌣(前期) ▲14㌣

WTI 42ﾄﾞﾙ 51ﾄﾞﾙ(前期) ▲9ﾄﾞﾙ ※SICOM TSR20 1M

2016年 2015年 為替 為替除く
1-9月 1-9月 影響 増減

売上高 4,102 4,437 ▲335 ▲7.5% ▲260 ▲74

売上総利益 1,411 1,533 ▲122 ▲7.9% ▲140 +18

　（売上総利益率） (34.4%) (34.5%) (▲0.1%)  

販管費 1,222 1,228 ▲6 ▲0.5% ▲54 +48

　（販管費率） (29.8%) (27.7%) (+2.1%)  

営業利益 189 305 ▲116 ▲38.0% ▲86 ▲30

　（営業利益率） (4.6%) (6.9%) (▲2.3%)

営業外収支 ▲46 ▲46 +0 - ▲8 +8

経常利益 143 258 ▲115 ▲44.7% ▲93 ▲22

税前利益 138 254 ▲116 ▲45.7%

親会社株主に帰属する

当期純利益 85 183 ▲98 ▲53.5%

為替レート

（億円）

増減 増減率
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305 

218 
189 

+143

+0
+62

+23▲140
▲112

▲37

▲4

▲51

営業利益増減要因

2015年
1-9月

2016年
1-9月営業利益 ▲116億円 減益

増益要因

減益要因

2016年 第3四半期累計（1-9月）

当期
営業利益

販管費

製造原価

販売量/MIX

原料価格

前年
営業利益

粗利
為替差

価格

工場立上げ
費用他

ATG
営業利益

買収関連
費用

US$ 109円 121円(前期) ▲12円

EUR 121円 135円(前期) ▲14円

RUB 1.6円 2.1円(前期) ▲0.5円

(内訳）

　天然ゴム ＋42

　合成ゴム ＋33

　配合剤 ＋58

　その他 ＋10

(内訳）

　販売量 ▲ 12

　MIX ＋12

為替影響 ＋54

ATG反映前営業利益 ▲87億円 減益 ATG関連▲28億円

ATG
反映前

営業利益
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事業別セグメント（第３四半期累計）
（億円）

2016年 2015年 為替 為替除く
1-9月 1-9月 影響 増減

タイヤ 3,105 3,488 ▲383 ▲11.0% ▲227 ▲157

ＭＢ 809 897 ▲88 ▲9.8% ▲33 ▲55

　　 ホース配管 307 350 ▲43 ▲12.3%  

　　 工業資材 185 202 ▲17 ▲8.5%

　　 ハマタイト 180 196 ▲16 ▲8.2%  

　　 航空部品 138 149 ▲12 ▲7.9%  

ＡＴＧ 129 － +129 － － +129

その他 59 51 +7 +14.5% － +7

合計 4,102 4,437 ▲335 ▲7.5% ▲260 ▲74

タイヤ 166 223 ▲58 ▲25.8% ▲73 +16

ＭＢ 47 76 ▲29 ▲38.5% ▲13 ▲17

ＡＴＧ ▲28 － ▲28 － － ▲28

その他 5 5 +1 +13.5% － +1

セグメント間消去 ▲1 0 ▲1 － － ▲1

合計 189 305 ▲116 ▲38.0% ▲86 ▲30

営
業
利
益

増減 増減率

売
上
高

※当第３四半期連結会計期間において、Alliance Tire Groupを連結の範囲に含めたことにより、新たな報告セグメ
ントとして「ＡＴＧ」を新設しております。これにより、当社の報告セグメントは従来からの当社グループが営む事業を
種類別に管理する報告セグメントである「タイヤ」、「ＭＢ」に「ＡＴＧ」を加えた３セグメントで構成されております。
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損益状況（四半期別）

US$ 112円 ▲9円 US$ 102円 ▲20円 US$ 109円 ▲12円

EUR 125円 ▲10円 EUR 114円 ▲22円 EUR 121円 ▲14円

RUB 1.6円 ▲0.5円 RUB 1.6円 ▲0.4円 RUB 1.6円 ▲0.5円

TSR20 127㌣ ▲20㌣ 132㌣ ▲3㌣ 129㌣ ▲14㌣

WTI 40ﾄﾞﾙ ▲14ﾄﾞﾙ 45ﾄﾞﾙ ▲2ﾄﾞﾙ 42ﾄﾞﾙ ▲9ﾄﾞﾙ

（億円）

16年度 前年比 16年度 前年比 16年度 前年比
1-6月 増減 7-9月 増減 1-9月 増減

売上高 2,681 ▲282 1,421 ▲52 4,102 ▲335

売上総利益 946 ▲98 465 ▲24 1,411 ▲122

　（売上総利益率） (35.3%) (+0.1%) (32.8%) (▲0.4%) (34.4%) (▲0.1%)

販管費 788 ▲2 434 ▲4 1,222 ▲6

　（販管費率） (29.4%) (+2.7%) (30.5%) (+0.8%) (29.8%) (+2.1%)

営業利益 157 ▲96 32 ▲20 189 ▲116

　（営業利益率） (5.9%) (▲2.6%) (2.2%) (▲1.3%) (4.6%) (▲2.3%)

営業外収支 ▲34 ▲20 ▲13 +20 ▲46 +0

経常利益 124 ▲116 19 +0 143 ▲115

税前利益 121 ▲116 17 ▲0 138 ▲116

親会社株主に帰属する

当期純利益 82 ▲80 3 ▲18 85 ▲98

為替レート
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51 60
32+35

+8

+60

+23

▲61
▲32

▲1

▲51

253 157 157 

+108

+2

▲79
▲80

▲8
▲37 ▲2

営業利益増減要因
営業利益 ▲96億円 減益第2四半期累計(1-6月)

当期
営業利益

販管費製造原価

販売量/MIX

原料価格

前年
営業利益

粗利
為替差

価格

工場立上げ
費用他

億円

営業利益 ▲20億円 減益第3四半期(7-9月)

当期
営業利益

販管費

製造原価
販売量/MIX

原料価格

前年
営業利益

粗利
為替差

価格

億円

当期
営業利益

増益要因

減益要因

(内訳）

　天然ゴム ＋31

　合成ゴム ＋26

　配合剤 ＋45

　その他 ＋6

為替影響 ＋29

(内訳）

　販売量 ▲ 14

　MIX ＋6

(内訳）

　天然ゴム ＋11

　合成ゴム ＋7

　配合剤 ＋13

　その他 ＋4 (内訳）

　販売量 ＋2

　MIX ＋6

ATG
反映前

営業利益

買収関連
費用

ATG
営業利益

ATG反映前営業利益 ＋9億円 増益 ATG関連▲28億円

為替影響 ＋24
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財務状況（前期末比）

（億円）

16/9月末 15/12月末 増減
ATG関連
16/9月末

ATG除く
増減

流動資産 3,103 3,245 ▲142 224 ▲366

固定資産 4,993 3,862 　 +1,132 1,564 ▲432

資産合計 8,097 7,107 　 +990 1,788 ▲799

負債 5,209 3,660 　 +1,549 1,971 ▲422

純資産 2,887 3,447 ▲560 ▲183 ▲376

負債・純資産合計 8,097 7,107 +990 1,788 ▲799

有利子負債 3,371 1,909 +1,461 1,695 ▲234
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有利子負債・純資産・D/Eレシオの推移

※純資産は非支配株主持分を控除している

2,482

2,931 3,209

2,837

3,390

1,715 1,756

2,115

3,371

1,909

0.7 
0.6 0.7 

1.2 

0.6 

13/9 14/9 15/9 16/9 15/12

純資産（億円） 有利子負債（億円） D/Eレシオ



2016年度（通期）の業績見通し
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業績予想 （前回予想から変更なし）

（億円）

16年度 前年比 16年度 前年比 16年度 前年比

1-9月 増減 10-12月 増減 通期 増減
（実績） （予想） （予想）

　売上高 4,102 ▲335 1,898 +36 6,000 ▲299

　営業利益 189 ▲116 191 ▲50 380 ▲165

　　（営業利益率） (4.6%) (▲2.3%) (10.1%) (▲2.9%) (6.3%) (▲2.4%)

　経常利益 143 ▲115 167 ▲68 310 ▲183

親会社株主に帰属する

当期純利益 85 ▲98 115 ▲65 200 ▲163

（1-9月実績） （10-12月） （16年見通し） （前回見通し） （差異）

US$ 109円 US$ 100円 US$ 106円 106円(前回) +1円

EUR 121円 EUR 110円 EUR 118円 117円(前回) +1円

RUB 1.6円 RUB 1.5円 RUB 1.6円 1.6円(前回) +0.0円

TSR20 129㌣ 144㌣ 132㌣ 127㌣(前回) +5㌣

WTI 42ﾄﾞﾙ 51ﾄﾞﾙ 44ﾄﾞﾙ 44ﾄﾞﾙ(前回) -

為替レート



14

事業別セグメント通期予想（前年比）

（億円）

2016年 2015年
1-12月 1-12月

タイヤ 4,530 5,006 ▲476 ▲9.5% ▲317

ＭＢ 1,120 1,217 ▲97 ▲8.0% ▲44

ATG 270 － +270 －

その他 80 75 +5 +6.3% －

合計 6,000 6,299 ▲299 ▲4.7% ▲361

タイヤ 340 430 ▲90 ▲21.0% ▲74

ＭＢ 77 105 ▲28 ▲26.9% ▲18

ATG ▲ 45 － ▲45 －

その他 8 10 ▲2 ▲18.1% －

セグメント間消去 － ▲0 － －

合計 380 545 ▲165 ▲30.3% ▲93

営
業
利
益

為替影響増減 増減率

売
上
高

（前回予想から変更なし）



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。


