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連結の範囲等

■連結の範囲

連結子会社　１２２社（前期比＋１社） 持分法適用会社　２社（前期比±０）

（増減内訳）

　　日本　　▲４社（タイヤ）
　　北米　　＋３社（タイヤ）
　　アジア　＋２社（タイヤ）



2014年度 第1四半期 連結業績
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US$ 103円 92円(前年) ＋10円

EUR 141円 122円(前年) ＋19円

2014年 2013年 為替 為替除く
1-3月 1-3月 影響 増減

売上高 1,399 1,277 +123 +9.6% +56 +67

売上総利益 484 409 +75 +18.3% +17 +58

　（売上総利益率） (34.6%) (32.1%) (+2.6%)  

販管費 367 333 +34 +10.1% +8 +26

　（販管費率） (26.2%) (26.1%) (+0.1%)  

営業利益 117 76 +41 +54.6% +9 +32

　（営業利益率） (8.4%) (5.9%) (+2.4%)

営業外収支 ▲13 17 ▲30 - ▲30 +0

経常利益 104 92 +11 +12.3% ▲21 +32

税前利益 103 92 +11 +11.9%

当期純利益 65 56 +8 +14.8%

（億円）
為替レート

増減 増減率

損益状況（第１四半期）
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経常利益増減要因

2013年
1-3月

2014年
1-3月

前年
経常利益

営業外

営業利益 ＋41億円 増益営業利益 ＋41億円 増益

経常利益 ＋11億円 増益経常利益 ＋11億円 増益

億円

粗利
為替差

原料価格

量/価格/MIX

販管費

当期
経常利益

2014年 第１四半期

製造原価
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事業別セグメント（第1四半期）
（億円）

2014年 2013年 為替 為替除く
1-3月 1-3月 影響 増減

タイヤ 1,095 1,001 +94 +9.4% +46 +48

ＭＢ 304 276 +29 +10.4% +10 +19

　工業品 243 221 +22 +10.1%  

　　 ホース配管 119 109 +10 +8.8%  

　　 工業資材 59 59 +0 +0.0%

　　 ハマタイト 66 53 +13 +23.8%  

　その他 61 55 +6 +11.8%

　　 航空部品 46 42 +4 +10.2%  

　　 スポーツ他 15 13 +2 +17.3%  

合計 1,399 1,277 +123 +9.6% +56 +67

タイヤ 93 57 +36 +62.9% +5 +31

ＭＢ 24 19 +6 +29.7% +4 +1

　　工業品 17 15 +3 +18.0%  

　　その他 7 4 +3 +71.3%

セグメント間消去 0 0 +0 +2.3%

合計 117 76 +41 +54.6% +9 +32

増減率

売
上
高

営
業
利
益

増減
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所在地別セグメント（第1四半期） （億円）

2014年 2013年
1-3月 1-3月

日本 867 773 +94 +12.2%

北米 317 286 +31 +10.8%

アジア 124 97 +27 +27.2%

その他 91 120 ▲29 ▲24.1%

合計 1,399 1,277 +123 +9.6%

　

日本 107 99 +9 +8.6%

北米 7 8 ▲1 ▲8.0%

アジア 21 ▲0 +21 －

その他 ▲7 ▲6 ▲0 －

セグメント間消去 ▲11 ▲24 +13 －

合計 117 76 +41 +54.6%

営
業
利
益

増減 増減率

売
上
高
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財務状況（前期末比）

（億円）

14/3月末 13/12月末 増減

流動資産 2,961 3,193 ▲232

固定資産 3,314 3,343 　 ▲29

資産合計 6,275 6,536 　 ▲261

負債 3,545 3,746 　 ▲200

純資産 2,730 2,790 ▲60

負債・純資産合計 6,275 6,536 ▲261

有利子負債 1,766 1,753 +14
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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



2014年度の業績見通し



11

業績予想 （前回予想から変更なし）

（億円）

14年度 前年比 14年度 前年比
上期 増減 通期 増減

（予想） （予想）

　売上高 2,980 +283 6,470 +454

　営業利益 250 +59 630 +64

　　（営業利益率） (8.4%) (+1.3%) (9.7%) (+0.3%)

　経常利益 212 +6 575 ▲20

　当期純利益 135 +5 375 +25



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。
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タイヤ生産ゴム量（連結ベース）

トン

2013年 2013年 2013年 2013年 2014年 2014年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

予想

国内 44,500 47,500 45,900 44,500 44,200 47,200

海外 23,700 25,300 26,900 27,000 29,800 33,700

計 68,200 72,800 72,800 71,500 74,000 80,900


