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連結の範囲等
■連結の範囲

連結子会社　１３９社（前期末比＋４社）

（増減内訳）

　　日本　　　＋１社（タイヤ）
　　アジア　　＋２社（タイヤ・ＭＢ）
　　北米　　　＋１社（ＭＢ）

■異動の内訳

（タイヤ　新規＋２社）

　　愛知タイヤ工業株式会社　（日本/タイヤ製造販売会社）

　　Yokohama As ia Co., Ltd.　（タイ/タイ統括会社）

（ＭＢ　　新規＋２社）

　　山東横浜橡胶工業制品有限公司　（中国/ＭＢ製造販売会社）

　　Yokohama Aerospace America Inc.　（アメリカ/ＭＢ販売会社）



2017年度 第1四半期 連結業績
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損益状況（第1四半期）

2017年 2016年 為替 為替除く
1-3月 1-3月 影響 増減

売上高 1,477 1,293 +184 +14.2% ▲6 +190

営業利益 91 69 +22 +32.0% +2 +20

　（営業利益率） (6.1%) (5.3%) (+0.8%)

経常利益 88 56 +31 +55.8% +7 +24

親会社株主に帰属する

当期純利益 57 36 +20 +56.4%

増減 増減率

US$ 114円 115円(前期) ▲2円

EUR 121円 127円(前期) ▲6円

RUB 1.9円 1.5円(前期) +0.4円

TSR20※ 209㌣ 116㌣(前期) +93㌣

WTI 52ﾄﾞﾙ 34ﾄﾞﾙ(前期) +18ﾄﾞﾙ ※SICOM TSR20 1M

為替レート
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営業利益増減要因

営業利益 ＋22億円 増益

増益要因

減益要因

当期
営業利益

固定費

製造原価

販売量

原料価格

前年
営業利益

為替差

価格/MIX

ATG
営業利益

償却費用

ATG反映前営業利益 ＋16億円 増益 ATG関連＋6億円

ATG
反映前

営業利益

2016年
1-3月

2017年
1-3月

2017年 （第1四半期） （億円）

US$ 114円 115円(前期) ▲2円

EUR 121円 127円(前期) ▲6円

RUB 1.9円 1.5円(前期) +0.4円

(内訳）

　天然ゴム ▲15

　合成ゴム ▲13

　配合剤 ▲0

　その他 ▲2

(内訳）

　販売量 ＋14

　変動費 ＋7
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事業別セグメント（第1四半期）

※前第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。

（億円）

2017年 2016年 為替 為替除く
1-3月 1-3月 影響 増減

タイヤ 1,052 1,008 +44 +4.3% ▲4 +48

ＭＢ 260 271 ▲11 ▲4.2% ▲1 ▲10

　　 ホース配管 106 104 +2 +2.4%  

　　 工業資材 56 56 ▲0 ▲0.7%

　　 ハマタイト 63 62 +0 +0.7%  

　　 航空部品 35 49 ▲14 ▲28.6%  

ＡＴＧ 149 － +149 － － +149

その他 17 14 +3 +19.5% － +3

合計 1,477 1,293 +184 +14.2% ▲6 +190

タイヤ 69 54 +15 +28.4% +2 +13

ＭＢ 13 14 ▲1 ▲8.5% ▲0 ▲1

ＡＴＧ 6 － +6 － － +6

その他 2 1 +1 +273.7% +1

セグメント間消去 ▲0 ▲0 +0 － +0

合計 91 69 +22 +32.0% +2 +20

営
業
利
益

増減率増減

売
上
高
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財務状況（前期末比）
（億円）

17/3月末 16/12月末 増減

流動資産 3,450 3,504 ▲54

固定資産 5,407 5,526 　 ▲119

資産合計 8,857 9,030 　 ▲173

負債 5,374 5,479 　 ▲105

純資産 3,483 3,550 ▲68

負債・純資産合計 8,857 9,030 ▲173

有利子負債 3,397 3,364 +33
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有利子負債・純資産・D/Eレシオ・
ネット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

2,652

3,292
3,142

3,410 3,488

1,766 

1,965 1,878

3,397 3,364

0.67 
0.60 

0.60 

1.00 
0.96 

0.55 0.51 0.47 

0.85 
0.79 

14/3 15/3 16/3 17/3 16/12

純資産（億円）

有利子負債（億円）

D/Eレシオ

ネットD/Eレシオ



2017年度の業績見通し
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（億円）

17年度 前年比 17年度 前年比
上期 増減 通期 増減

（予想） （予想）

　売上高 3,000 +319 6,600 +638

　営業利益 140 ▲17 475 +52

　　（営業利益率） (4.7%) (▲1.2%) (7.2%) (+0.1%)

　経常利益 120 ▲4 435 +44

親会社株主に帰属する

当期純利益 75 ▲7 300 +112

業績予想 （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。


