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(百万円未満四捨五入)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上収益 事業利益 営業利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益
四半期包括利益

合計額
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 303,888 27.7 26,322 － 48,649 － 36,933 － 73,756 －

2020年12月期第２四半期 238,035 △23.5 2,045 △88.1 3,016 △88.0 1,257 △92.5 △22,801 －
（注）事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

売上収益
事業利益率

円 銭 円 銭 ％

2021年12月期第２四半期 230.32 230.00 8.7

2020年12月期第２四半期 7.84 7.83 0.9
　

　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

１株当たり親会社
所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期第２四半期 921,483 490,950 483,856 52.5 3,017.44

2020年12月期 860,372 422,862 415,547 48.3 2,591.44
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年12月期 － 32.00 － 32.00 64.00

2021年12月期 － 32.00

2021年12月期(予想) － 33.00 65.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上収益 事業利益 営業利益
親会社の所有者に

帰属する当期利益

基本的１株当たり

当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 655,000 18.9 51,500 43.6 73,500 104.2 57,500 118.5 358.58
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：無

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年12月期２Ｑ 169,549,081株 2020年12月期 169,549,081株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 8,933,369株 2020年12月期 8,991,928株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年12月期２Ｑ 160,353,531株 2020年12月期２Ｑ 160,354,627株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が作成した見通しであり、実際の業績は、今後

の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減率

百万円 百万円 ％

売上収益 238,035 303,888 27.7

タイヤ 166,577 211,015 26.7

ＭＢ 38,447 40,238 4.7

ＡＴＧ 30,059 48,233 60.5

その他 2,952 4,402 49.1

事業利益 2,045 26,322 －

タイヤ △2,019 16,274 －

ＭＢ 1,162 2,110 81.6

ＡＴＧ 3,241 7,120 119.7

その他 △387 754 －

調整額 49 64 －

営業利益 3,016 48,649 －

税引前四半期利益 403 50,406 －

親会社の所有者に

帰属する四半期利益
1,257 36,933 －

(注）１．事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

２．当第２四半期連結累計期間より、ハマタイト事業を非継続事業に分類しております。これに伴い、当第２四

半期連結累計期間並びに前第２四半期連結累計期間の売上収益、事業利益、営業利益、税引前四半期利益に関

しましては、非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しております。

当第２四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年６月30日）における当社グループをとり巻く環境は、国内

では、半導体不足の影響を受けた自動車や新型コロナウイルス感染症の影響が大きい非製造業では悪化が続いたも

のの、海外経済の回復に伴う輸出の増加などを背景に製造業を中心に景気が持ち直しつつあり、全体としては改善

傾向となりました。

一方、海外においては、景気回復が継続して個人消費も堅調な中国に続き、米国においてもワクチン普及や雇用

環境の改善が加速したことで経済活動は回復傾向となりました。欧州でも、新型コロナウイルス感染症による活動

制限が段階的に緩和されて経済活動も回復傾向にあります。

こうした状況の中、当社グループは、既存事業における強みの「深化」と、大変革時代のニーズに応える新しい

価値の「探索」を同時に推進し、次世代の成長に向けた「変革」を図ることを位置づけた中期経営計画「Yokohama

Transformation 2023（YX2023）」に取り組んでおり、当第２四半期連結累計期間の連結売上収益は、ハマタイト事

業を除いた継続事業ベースで3,038億88百万円（前年同期比27.7％増）、利益面では、連結事業利益は263億22百万

円（前年同期比1,186.8％増）、本社ビルの譲渡益計上等により、連結営業利益は486億49百万円（前年同期比

1,513.2％増）、また、親会社の所有者に帰属する四半期利益は369億33百万円（前年同期比2,838.4％増）となり、

物流費の悪化や原材料の高騰といった要因があったものの、いずれも、過去最高となりました。

なお、2021年4月28日にスイスに本社を置くSika AGとの間で、ハマタイト事業の譲渡に係る契約を締結いたしま

した。これに伴い、ハマタイト事業を「非継続事業」に分類しており、前年同期につきましても遡及して組替を行

っております。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① タイヤ

売上収益は2,110億15百万円（前年同期比26.7％増）で、当社グループの連結売上収益の69.4％を占めてお

り、事業利益は162億74百万円（前年同期は事業損失20億19百万円）となりました。

新車用タイヤは、世界的な半導体不足の影響があったものの、国内・中国における市況の回復により、全体
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では前年同期を上回りました。

市販用タイヤは、積極的にグローバル・フラッグシップブランド「ADVAN（アドバン）」シリーズ、SUV・ピ

ックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」シリーズ、乗用車用スタッドレスタイヤ

ブランド「iceGUARD（アイスガード）」シリーズ等の高付加価値商品の拡販や、旺盛な需要への生産対応等、

各種戦略に努め、国内では年初の降雪により冬用タイヤの販売が順調だったほか、海外でも特に北米、欧州お

よびアジア地域での販売が増加したことで、国内・海外ともに売上収益は前年同期を上回りました。

② ＭＢ(マルチプル・ビジネスの略）

売上収益は402億38百万円（前年同期比4.7％増）で、当社グループの連結売上収益の13.2％を占めており、

事業利益は21億10百万円（前年同期比81.6％増）となりました。

ホース配管事業は、半導体不足等の影響があったものの、市況の回復により建機向けおよび自動車向けホー

ス販売が好調で、売上収益は前年同期を上回りました。

工業資材事業は、コンベヤベルトの国内販売が好調であったものの、海洋商品が振るわず売上収益は前年同

期を下回りました。

航空部品事業では、民需・官需ともに需要減退の影響が大きく、売上収益は前年同期を下回りました。

③ ＡＴＧ

売上収益は482億33百万円（前年同期比60.5％増）で、当社グループの連結売上収益の15.9％を占めており、

事業利益は71億20百万円（前年同期比119.7％増）となりました。

農業機械用・産業車両用タイヤをはじめとするオフハイウェイタイヤはともに好調で、売上収益は前年同期

を上回りました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて611億11百万円増加し、9,214億83百万円となり

ました。これは、主に棚卸資産や、投資有価証券が増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて69億77百万円減少し、4,305億33百万円となりました。これは、主に有利

子負債を返済したことによるものです。

資本合計は前連結会計年度末に比べて680億88百万円増加し、4,909億50百万円となりました。これは、主に為替

相場変動の影響や投資有価証券の時価評価等によりその他の資本の構成要素が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期通期（2021年１月１日～2021年12月31日）の連結業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、本日発表の「2021年12月期第２四半期連結業績予想と実績との差異及び2021年12月期通期連結業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当する事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当する事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

該当する事項はありません。

（４）追加情報

該当する事項はありません。
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３．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 30,760 36,002

営業債権及びその他の債権 152,390 143,187

その他の金融資産 2,690 1,342

棚卸資産 112,572 140,060

その他の流動資産 10,840 12,592

小計 309,252 333,182

売却目的で保有する資産 － 6,477

流動資産合計 309,252 339,659

非流動資産

有形固定資産 311,150 319,640

のれん 80,706 86,675

無形資産 36,481 36,926

その他の金融資産 108,689 120,430

繰延税金資産 8,921 7,824

その他の非流動資産 5,173 10,327

非流動資産合計 551,119 581,823

資産合計 860,372 921,483
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 67,179 68,704

社債及び借入金 92,029 78,990

その他の金融負債 21,126 19,905

未払法人所得税 4,697 12,591

その他の流動負債 42,369 44,541

小計 227,401 224,732

売却目的で保有する資産に直接関連す
る負債

－ 2,100

流動負債合計 227,401 226,832

非流動負債

社債及び借入金 115,796 108,170

その他の金融負債 33,790 30,616

退職給付に係る負債 17,260 16,283

繰延税金負債 34,540 39,791

その他の非流動負債 8,723 8,841

非流動負債合計 210,109 203,700

負債合計 437,510 430,533

資本

資本金 38,909 38,909

資本剰余金 31,052 31,281

利益剰余金 331,880 367,220

自己株式 △11,834 △11,751

その他の資本の構成要素 25,540 57,396

売却目的で保有する資産に関連するそ
の他の資本の構成要素

－ 800

親会社の所有者に帰属する持分合計 415,547 483,856

非支配持分 7,314 7,094

資本合計 422,862 490,950

負債及び資本合計 860,372 921,483
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)

継続事業

売上収益 238,035 303,888

売上原価 △166,718 △203,569

売上総利益 71,317 100,319

販売費及び一般管理費 △69,271 △73,997

事業利益 2,045 26,322

その他の収益 3,309 23,557

その他の費用 △2,339 △1,229

営業利益 3,016 48,649

金融収益 2,110 4,752

金融費用 △4,723 △2,995

税引前四半期利益 403 50,406

法人所得税費用 780 △13,695

継続事業からの四半期利益 1,183 36,711

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） △18 364

四半期利益 1,165 37,075

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,257 36,933

非支配持分 △92 142

四半期利益 1,165 37,075

　親会社の所有者に帰属する継続事業から
　生じた四半期利益

1,275 36,569

　親会社の所有者に帰属する非継続事業か
　ら生じた四半期利益(△損失)

△18 364

親会社の所有者に帰属する四半期利益 1,257 36,933

基本的１株当たり四半期利益（△損失）

継続事業 7.95 228.05

非継続事業 △0.11 2.27

希薄化後１株当たり四半期利益（△損
失）

継続事業 7.95 227.74

非継続事業 △0.11 2.27
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要約四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)

四半期利益 1,165 37,075

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動

△11,689 8,544

確定給付制度の再測定 △2,454 3,673

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

キャッシュ・フロー・ヘッジ △135 1,439

在外営業活動体の換算差額 △9,688 23,025

その他の包括利益合計 △23,965 36,681

四半期包括利益 △22,801 73,756

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △22,476 73,390

非支配持分 △324 366

四半期包括利益 △22,801 73,756
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業

活動体の

換算差額

キャッシュ・

フロー・ヘッジ

2020年１月１日 残高 38,909 31,049 316,107 △11,975 △1,734 341

四半期利益 1,257

その他の包括利益 △9,473 △135

四半期包括利益 － － 1,257 － △9,473 △135

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0

株式報酬取引 5 153

剰余金の配当 △5,295

支配の喪失とならない子会社

に対する非支配株主との取引
△497

利益剰余金への振替 △2,432

その他 △0 △0

所有者との取引額等合計 － △492 △7,727 152 － －

2020年６月30日 残高 38,909 30,557 309,637 △11,823 △11,207 207

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の

包括利益を

通じて測定

する金融資産

の公正価値

の純変動

確定給付制度

の再測定
合計

2020年１月１日 残高 46,195 － 44,802 418,893 8,785 427,678

四半期利益 － 1,257 △92 1,165

その他の包括利益 △11,672 △2,454 △23,733 △23,733 △232 △23,965

四半期包括利益 △11,672 △2,454 △23,733 △22,476 △324 △22,801

自己株式の取得 － △1 △1

自己株式の処分 － 0 0

株式報酬取引 － 158 158

剰余金の配当 － △5,295 △450 △5,745

支配の喪失とならない子会社

に対する非支配株主との取引
－ △497 △401 △898

利益剰余金への振替 △21 2,454 2,432 － －

その他 － △0 △2 △2

所有者との取引額等合計 △21 2,454 2,432 △5,635 △852 △6,487

2020年６月30日 残高 34,502 － 23,501 390,782 7,608 398,390
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当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業

活動体の

換算差額

キャッシュ・

フロー・ヘッジ

2021年１月１日 残高 38,909 31,052 331,880 △11,834 △20,967 △741

四半期利益 36,933

その他の包括利益 22,812 1,439

四半期包括利益 － － 36,933 － 22,812 1,439

自己株式の取得 △1

自己株式の処分

株式報酬取引 49 84

剰余金の配当 △5,138

支配の喪失とならない子会社

に対する非支配株主との取引
△27

利益剰余金への振替 3,801

売却目的で保有する資産に関

連するその他の資本の構成要

素への振替

△800

その他 207 △255

所有者との取引額等合計 － 229 △1,592 83 △800 －

2021年６月30日 残高 38,909 31,281 367,220 △11,751 1,045 698

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

売却目的で保有

する資産に関連

するその他の資

本の構成要素

合計

その他の

包括利益を

通じて測定

する金融資産

の公正価値

の純変動

確定給付制度

の再測定
合計

2021年１月１日 残高 47,248 － 25,540 － 415,547 7,314 422,862

四半期利益 － 36,933 142 37,075

その他の包括利益 8,535 3,671 36,457 36,457 224 36,681

四半期包括利益 8,535 3,671 36,457 － 73,390 366 73,756

自己株式の取得 － △1 △1

自己株式の処分 － － －

株式報酬取引 － 133 133

剰余金の配当 － △5,138 △566 △5,703

支配の喪失とならない子会社

に対する非支配株主との取引
－ △27 △21 △47

利益剰余金への振替 △130 △3,671 △3,801 － －

売却目的で保有する資産に関

連するその他の資本の構成要

素への振替

△800 800 － －

その他 － △48 △48

所有者との取引額等合計 △130 △3,671 △4,601 800 △5,081 △586 △5,668

2021年６月30日 残高 55,653 － 57,396 800 483,856 7,094 490,950
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 403 50,406

非継続事業からの税引前利益（△損失） △70 461

減価償却費及び償却費 21,905 22,334

減損損失 － 16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 809 295

受取利息及び受取配当金 △1,495 △1,640

支払利息 1,416 1,176

固定資産除売却損益(△は益) △1,747 △20,649

売上債権の増減額(△は増加) 40,653 15,048

仕入債務の増減額(△は減少) △21,889 2,477

棚卸資産の増減額(△は増加) △6,609 △24,437

その他 △10,982 △8,998

小計 22,393 36,488

利息及び配当金の受取額 1,472 1,639

利息の支払額 △1,408 △1,210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,250 △4,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,207 32,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 2 1,096

定期預金の預入による支出 △2,705 －

有形固定資産の取得による支出 △18,433 △17,275

有形固定資産の売却による収入 2,502 21,167

無形資産の取得による支出 △243 △195

投資有価証券の取得による支出 △21 △69

投資有価証券の売却による収入 61 27

その他 △152 △673

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,989 4,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少) 9,282 △4,136

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 20,000 －

長期借入れによる収入 6,189 －

長期借入金の返済による支出 △12,993 △20,516

自己株式の取得による支出 △1 83

自己株式の売却による収入 － 49

配当金の支払額 △5,294 △5,137

その他 △4,799 △3,846

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,385 △33,504

現金及び現金同等物に係る換算差額 △564 2,059

現金及び現金同等物の増加額 12,038 5,242

現金及び現金同等物の期首残高 27,909 30,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,948 36,002
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当する事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当する事項はありません。

（セグメント情報等）

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社グループは、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外

の総合的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは事業部別のセグメントから構成されており、「タイヤ」、「ＭＢ」、「ＡＴＧ」の

３つを事業セグメント及び報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する主要な製品

報告セグメント 主要製品

タイヤ
乗用車用、トラック・バス用、小型トラック用、建設車両用、産業車両用などの各種
タイヤ、チューブ、アルミホイール、自動車関連用品

ＭＢ
コンベヤベルト、各種ホース、防舷材、オイルフェンス、マリンホース、橋梁用ゴム
支承、航空部品

ＡＴＧ 農業機械用、産業車両用、建設車両用、林業機械用などの各種タイヤ
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(2) セグメント収益及び業績に関する情報

報告セグメントの数値は事業利益ベースの数値であります。セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいて

おります。

報告セグメント「ＭＢ」のハマタイト事業を非継続事業に分類したことにより、非継続事業の金額を除いた継続

事業の金額に組替えて表示しております。

前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注)１

計
調整額
(注)３

連結
タイヤ ＭＢ ＡＴＧ

売上収益

外部顧客 166,577 38,447 30,059 2,952 238,035 － 238,035

セグメント間 777 44 113 3,976 4,910 △4,910 －

合計 167,354 38,491 30,171 6,928 242,944 △4,910 238,035

セグメント利益
(事業利益)(注)２

△2,019 1,162 3,241 △387 1,996 49 2,045

その他の収益及び費用 970

営業利益 3,016

(注) １．「その他」の区分に含まれる事業は、スポーツ事業等であります。

２．セグメント利益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま

す。

３．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注)１

計
調整額
(注)３

連結
タイヤ ＭＢ ＡＴＧ

売上収益

外部顧客 211,015 40,238 48,233 4,402 303,888 － 303,888

セグメント間 4,726 62 396 4,655 9,839 △9,839 －

合計 215,742 40,299 48,630 9,056 313,727 △9,839 303,888

セグメント利益
(事業利益)(注)２

16,274 2,110 7,120 754 26,258 64 26,322

その他の収益及び費用 22,327

営業利益 48,649

(注) １．「その他」の区分に含まれる事業は、スポーツ事業等であります。

２．セグメント利益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま

す。

３．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

（重要な後発事象）

該当する事項はありません。

　


