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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) 1 売上高には、消費税等を含まない。 

2 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。 

   3 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」   

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計 

 基準適用指針第８号)を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回  次 第130期中 第131期中 第132期中 第130期 第131期

会計期間

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 201,260 222,440 253,327 451,911 497,396

経常利益 (百万円) 4,033 3,072 10,788 19,015 20,084

中間(当期)純利益 (百万円) 13,363 3,361 13,026 21,447 16,363

純資産額 (百万円) 157,362 170,476 196,302 170,675 186,528

総資産額 (百万円) 450,913 505,691 545,251 502,014 536,322

１株当たり純資産額 (円) 459.97 495.94 570.35 508.64 542.10

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 39.06 10.02 38.85 62.75 48.79

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.9 32.9 35.1 34.0 33.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 14,166 8,507 13,894 31,860 36,738

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,623 △14,109 △15,956 △29,184 △35,122

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,595 3,706 2,738 △3,113 △1,007

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 12,151 11,961 16,300 14,289 14,812

従業員数 (人) 14,077 15,199 15,747 14,617 15,423
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) 1 売上高には、消費税等を含まない。 

   2 提出会社の平成19年３月期の１株当たり配当額12円は、創立90周年記念配当２円を含んでいる。 

   3 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」   

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計 

 基準適用指針第８号)を適用している。 

  

  

２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はない。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

回  次 第130期中 第131期中 第132期中 第130期 第131期

会計期間

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 135,926 155,639 179,318 288,144 327,826

経常利益 (百万円) 6,583 5,579 12,544 11,900 13,161

中間(当期)純利益 (百万円) 3,716 5,512 7,700 9,315 10,713

資本金 (百万円) 38,909 38,909 38,909 38,909 38,909

発行済株式総数 (千株) 342,598 342,598 342,598 342,598 342,598

純資産額 (百万円) 157,151 163,260 170,551 165,922 168,631

総資産額 (百万円) 323,842 368,657 381,974 375,314 386,742

１株当たり配当額 (円) 4.00 4.00 6.00 10.00 12.00

自己資本比率 (％) 48.5 44.3 44.7 44.2 43.6

従業員数 
［外、平均臨時雇用人員］

(人) 5,185
［556］

5,200
［739］

5,251
［746］

5,118
［587］

5,123
［771］
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４ 【従業員の状況】 

 (1) 連結会社の状況 

(平成19年9月30日現在) 

 
  (注) 1  従業員数は、就業人員である。 

    2  ＭＢはマルチプル・ビジネス(多角化し、拡大する事業)の略である。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

                 (平成19年9月30日現在) 

 
(注) 1 従業員数は、就業人員である。 

 2 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員である。 

 3 臨時従業員には、季節工及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いている。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数 (人)

タ イ ヤ 事 業 11,911

Ｍ Ｂ 事 業 3,505

全 社 (共 通) 331

合  計 15,747

従業員数 (人)
5,251

   （746）
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における海外の状況は、米国においては住宅需要の低迷やサブプライムローン問題

等により景気の悪化が懸念されているが、中国を中心としたアジア諸国では引き続き景気拡大がみられ、

全体として堅調に推移した。一方わが国の経済は、原油価格の高騰や米国向け輸出の減速等の影響はある

ものの、企業収益の好調さを背景とした設備投資や雇用情勢の改善が進むなど、緩やかな景気回復基調に

て推移した。

タイヤ業界を取り巻く環境については、国内および北米において需要が伸び悩み、加えて原油価格の高

騰の影響を受け、石油化学品等（合成ゴムやカーボンブラックなど）の価格も上昇するなど、厳しい状況

が続いた。

このような状況のもとで、当社グル－プは昨年５月に発表した新中期経営計画「ＧＤ１００（グランド

デザイン１００）」の基本方針である「良いモノを、安く、タイムリーに」提供することをメーカーの使

命と考え、魅力ある高機能商品の開発とグローバルな拡販に努め、また徹底的なコスト削減を進めるとと

もに、国内外における生産能力の増強や販売体制の強化に引き続き取り組んでいる。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は2,533億27百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は121億

17百万円（同266.7％増）、経常利益は107億88百万円（同251.2％増）、中間純利益は130億26百万円（同

287.6％増）となった。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。

①タイヤ事業

売上高は1,887億47百万円（前年同期比16.2％増）で総売上高の74.5％を占めている。

新車用タイヤは、国内においてトラックの生産は減少したが、一方乗用車の生産は増加しており、その

ような状況の下、積極的な営業活動を展開した結果、販売量・売上高ともに前年同期を上回った。

国内市販用タイヤは、需要が低調に推移し、販売本数も伸び悩む中、静かさと安定感を備えた大型ミニ

バン向けコンフォートタイヤ「ＤＮＡ ＧＲＡＮＤ ｍａｐ（ディー エヌ エー グランド マッ

プ）」、次世代ＳＵＶ用タイヤとして、静かさにロングライフをプラスした「ＧＥＯＬＡＮＤＡＲ Ｈ／

Ｔ－Ｓ（ジオランダー エイチ ティー エス）」をそれぞれ今年2月に発売し好評を得ている。

又、トラック・バス用タイヤでは、耐久性・耐磨耗性および省燃費性能を向上させた新商品「ＺＥＮ

７０１ＺＥ（ゼン ナナマルイチ ゼット イー）」・「ＺＥＮ７０２ＺＥ（ゼン ナナマルニ ゼッ

ト イー）」・「ＺＥＮ１０２ＺＥ（ゼン イチマルニ ゼット イー）」を発売し、ＣＯ²削減につな

がる環境貢献商品として評価を受けている。

このような状況の下、夏用タイヤ・冬用タイヤともに高騰する原材料価格のうち自助努力を越えた部

分の一部を販売価格に反映させたが、販売量・売上高ともに前年同期を若干下回った。
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海外市販用タイヤにおいては、幅広いユーザーを対象とした「Ｓ.ｄｒｉｖｅ（エス ドライブ）」を

頂点とする「ｄｒｉｖｅ（ドライブ）」シリーズの完成により多様な市場ニーズに対応すると共に、拡大

するＳＵＶ市場に対応するべく、「ＧＥＯＬＡＮＤＡＲ Ａ／Ｔ－Ｓ(ジオランダー エイ ティー エ

ス)」の生産拡充を図った。また、欧州市場においては、新スノータイヤ「Ｗ.ｄｒｉｖｅ（ダブル ドラ

イブ）」の出荷が好調であり、販売量・売上高ともに前年同期を上回った。

更に、当社のグローバル・フラッグシップ・ブランド「ＡＤＶＡＮ（アドバン）」を冠したレーシング

タイヤのＷＴＣＣ（世界ツーリングカー選手権）への２００９年までのワンメイク継続納入が決定した。

このような積極的なマーケティング活動や拡販施策により、海外での「ＹＯＫＯＨＡＭＡ」の認知度向上

を図った。

海外事業については、世界的な需要の増大に対応すべく、引き続き日本およびアジア各地で乗用車用タ

イヤおよびトラック・バス用タイヤの生産能力の拡大を進めている。このような状況の下、増産や生産性

の向上を果たし「ヨコハマタイヤ・フィリピン」、「杭州横浜輪胎有限公司」、「ヨコハマタイヤ・マニ

ュファクチャリング（タイ）」、「ヨコハマタイヤ・ベトナム」も前年同期を大幅に上回る生産量・売上

高を達成した。

米国のタイヤ生産販売会社「ヨコハマタイヤコーポレーション」は、北米市場の需要減少にもかかわら

ず、ヨコハマブランドタイヤの積極的な拡販活動を展開した結果、販売量・売上高ともに前年同期を上回

った。

また、今後需要が拡大していくと思われるＢＲＩＣｓに注目し事業の拡大を積極的に進めているが、中

国の事業統括会社、ロシアの販売会社に続き、インドにタイヤ販売会社（ヨコハマ・インディア）を今年

４月に設立し、当社製品の拡販を図りながら、今後の事業拡大へ向けて準備を進めていく。

②ＭＢ事業［ＭＢ：「マルチプル・ビジネス（多角化し、拡大する事業）の略」］

売上高は645億79百万円（前年同期比7.7％増）で当社総売上の25.5％を占めている。

ホース配管事業は、高圧ホースに関しては引き続き建設機械、産業車両等が輸出向けを中心とした好調

な状況に牽引され、売上高は前年同期を若干上回った。また、工業資材事業においてはコンベヤベルトが

好調だったこと、および海外市場の需要拡大よる海洋商品の増販等で売上高は、前年同期を大きく上回っ

た。なお、ハマタイト事業については、建築業界が低迷する中、海外を中心とした自動車メーカー向け販

売の好調により売上高は若干増加した。

航空部品事業は、民間航空機市場では、ボーイング社向け化粧室ユニットの納入が好調であり、補用品

の受注も順調に拡大した。また、Ｎ７００系新幹線用床材納入が本格化し、売上高は前年同期を大きく上

回った。

ゴルフ用品は、市場の低迷が続き厳しい環境の中、アベレージゴルファー向け「Ｔ³（ティー スリ

ー）」銀シリーズや飛距離性能を追求した「egg（エッグ）」パワーキャビティアイアンが好調で売上高

は前年同期を上回った。 

海外事業については、好調な需要を背景にアジア地域を中心に生産能力の拡大を進めている。中国では

「山東横浜橡胶工業制品有限公司」が昨年コンベヤベルトの生産・販売を開始し、また、既に本格稼動し

ているハマタイト事業の「横浜密封材料（杭州）有限公司」、ホース配管事業の「横浜胶管配件（杭州）

有限公司」と併せ、順調に生産・販売を拡大させており着実に中国での事業展開を進めていく。

北米においては厳しい市場環境の中で、引き続き収益改善に努めていく。
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。

① 日本

タイヤ事業において、新車用タイヤは積極的な営業活動を展開した結果、販売量・売上高ともに前年同

期を上回ったが、国内市販用タイヤについては、需要が低調に推移し、販売量・売上高ともに前年同期を

若干下回った。また、輸出用タイヤについては、欧州・アジア向けを中心に順調に推移した。

ＭＢ事業は、高圧ホース、コンベヤベルト及び世界的な資源・エネルギー開発の拡大による海洋製品の

増販により、売上高は前年同期を上回った。

その結果、売上高は1,761億67百万円（前年同期比7.6％増）、営業利益は79億11百万円（431.3％増）

となった。

② 北米

米国のタイヤ生産販売会社「ヨコハマタイヤコーポレーション」は北米市場の需要減少にもかかわら

ず、ヨコハマブランドタイヤの積極的な拡販活動を展開し、販売量・売上高とも前年同期を上回った。 

 その結果、売上高は536億89百万円（16.4％増）、営業利益は36億72百万円（100％増）となった。

③ アジア

フィリピンのタイヤ生産販売会社「ヨコハマタイヤ・フィリピン」及びタイのタイヤ生産販売会社「ヨ

コハマタイヤ・マニュファクチャリング（タイ）」等で世界的な需要の増大に対応すべく引き続き設備の

増強を行い、増産や生産性の向上を果たした。

その結果、売上高は107億43百万円、営業利益は10億96百万円となった。

④ その他

オーストラリアのタイヤ販売会社「ヨコハマタイヤ・オーストラリア」及び今期より連結対象会社と 

なったロシアのタイヤ販売会社「ヨコハマタイヤ・ロシア」が積極的な販売施策を展開している。

その結果、売上高は127億26百万円、営業利益は4億32百万円となった。
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(2) キャッシュ・フロー 

 
  

  

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べて14億88百万円増加し、163億円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、138億94百万円（前年同期比63.3％増）となった。これは主として、税

金等調整前中間純利益を106億48百万円、資金の支出を伴わない減価償却費を129億41百万円計上したこと

等の増加要因に対し、利息の支払額18億73百万円、法人税等の納付額14億97百万円等の減少要因によるも

のである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、159億56百万円（前年同期比13.1％増）となった。これは主として、国

内、海外の生産設備増強に伴う有形固定資産の取得による支出154億94百万円によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は、27億38百万円（前年同期比26.1％減）となった。これは主として、借入

金等の増加による収入54億90百万円の増加要因に対し、配当金の支払26億83百万円等の減少要因によるも

のである。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

  

 
(注) １ 金額は、販売価格を基礎として算出した。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社は、一部を除いてすべて見込生産である。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去している。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた

課題はないが、株式会社の支配に関する基本方針は以下の通りである。 

（１）基本方針 

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株主の皆様及び投資家の皆

様による当社株式の売買を妨げることはない。従って、当社の株式を大量に取得しようとする者が出現し

た場合、かかる者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか否かの判断、ひい

ては、その者の当社株式の買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについては、最終的には当社株

主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えている。 

しかしながら、株式の大規模な取得行為又はこれに類する行為の中には、その目的・態様等から見て企

業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模な取得行為又はこれに類する行為に応じること

を対象会社の株主に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し大規模

な取得行為又はこれに類する行為の内容や当該株式を大量に取得しようとする者についての十分な情報を

提供せず、取締役会や株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会の代替案の提案に要する十分な

時間を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げ、個々の株主の皆

様の判断に委ねるべき前提を欠くものも少なくない。 

事業の種類別セグメントの名称 生産金額(百万円) 前年同期比(％)

タイヤ事業 147,716 +18.8

Ｍ Ｂ 事業 66,236 +43.4

合  計 213,953 +25.5

事業の種類別セグメントの名称 販売金額(百万円) 前年同期比(％)

タイヤ事業 188,747 +16.2

Ｍ Ｂ 事業 64,579 +7.7

合  計 253,327 +13.9

─ 9 ─



当社は、このように当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような株式の大規模な取

得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、こ

のような大規模な取得行為に対しては、株主の皆様の事前の承認に基づき、当社取締役会が、法令及び定

款によって許容される限度において当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置

を講じるべきであると考えている。他方で、当社は、株主の皆様に長期的かつ継続的に当社の経営方針に

賛同し、当社への投資を継続していただけるような、研究開発への積極的取組みや中期経営計画に基づく

経営の推進等により、中長期的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指す者こそが、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としてふさわしい者と考えている。 

当社は、以上をもって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針とす

る。 

（２）基本方針の実現に資する取組み 

当社グループは、平成15年度から取り組んできた中期経営計画「グランドデザイン(GD10)」に引き続

き、新たに創業100周年にあたる平成29年(2017年)を見据えた新中期経営計画「GD100」を策定し、目標達

成に向けた事業戦略を推進していく。 

また、「GD100」では製造業の基本として「良いモノを、安く、タイムリーに」提供すること、社会に

貢献する「トップレベルの環境貢献企業になる」こと、永続性のある企業体質を目指して「高い倫理観を

持ち、顧客最優先の企業風土を作り上げる」ことの3つを基本方針としており、これらの基本方針を徹底

することでCSRの強化にも取り組んでいく。 

さらに、当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと認識しており、今後も、継続的

な安定配当を基本とした上で連結業績の向上に応じた利益還元を実施していく。 

以上のような中長期的視点に立った各取組みを通じて、グローバルな成長による規模の拡大と業界トッ

プレベルの高収益体質を実現するとともに、ステークホルダーとの良好な関係を築き、社会への貢献を果

たすことが、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、ひいては上記基本方針の実現に資す

ることになると考えている。 

  

（３）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

当社は、上記のような会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平成19年5月10日に開催された取

締役会において、全取締役の賛成により、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下、「本対応

方針」という。)を決定し、導入した。 

本対応方針の概要は以下のとおりであるが、詳細については当社ホームページ掲載のニュースリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について」に記載のとおりである。また、

以下に言及している「大規模買付行為」、「大規模買付者」の定義についても当該ニュースリリースに記

載のとおりである(参考URL http://www.yrc-pressroom.jp)。 

＜本対応方針の概要＞ 

１）大規模買付ルールの設定 

本対応方針は、大規模買付者に対して大規模買付ルールに従うことを求めるものである。  

大規模買付ルールとは、大規模買付行為が開始される前に、大規模買付者に対して、当社取締役会に対

する十分な情報提供を要求し、それに基づき当社取締役会がその買付行為の評価・検討や代替案の提示等
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を行い、かつ、所要の期間が経過して初めて大規模買付行為を開始することを認める、というものであ

る。 

具体的には、①当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的かつ合理的な判断を客

観的に行う諮問機関としての独立委員会の設置、②大規模買付者への買付説明書の提出要求、③大規模買

付者への大規模買付情報(当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のための情報)の提供

要求とその公表、④大規模買付情報の提供完了後60日間(対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる

当社全株式の買付の場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)の取締役会検討期間の設定、及び

⑤大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守した場合でも当社の企業価値及び株主共

同の利益の確保・向上に反する場合に、当社がその時点で適切と考える一定の対抗措置を講じることがで

きる等が大規模買付ルールの主な内容である。 

  

２）対抗措置の発動 

大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、当該ルールの違反のみをもって、相当と認められる対

抗措置を講じることがある。 

また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び

株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会の判断で当社の企業価値及び

株主共同の利益を守るために相当と認められる対抗措置を講じることがある。 

当社取締役会が、本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株予約権の無償

割当て、新株予約権の第三者割当てによる発行、新株の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締

役会の権限として認める措置とし、具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選

択する。 

３）有効期間 

本対応方針の有効期間は、平成20年6月に開催予定の当社定時株主総会の終了時点までとする。但し、

かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本方針を廃止する旨の議案が承認された場

合、又は当社の取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応方針はその

時点で廃止されるものとする。 

  

（４）上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由 

当社の新中期経営計画は、中長期的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指すための

具体的方策として策定されたものであり、まさに上記基本方針に沿うものである。 

また、本対応方針は、以下のように合理性が担保されており、上記基本方針に沿うとともに当社の企業

価値・株主共同利益に合致するものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではない。 

① 本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆

様が判断するために必要な情報や時間を確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものである。  

② 本対応方針は、当社株主総会の議案として上程し株主の皆様の意思を確認することとし、株主の皆様

のご賛同が得られなかった場合には、本対応方針は廃止されることとなる。そのため、本対応方針の消長

及び内容は、当社株主の皆様の合理的意思に依拠したものとなっている。  

③ 本対応方針の対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた

めに実質的かつ合理的な判断を客観的に行う諮問機関として、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害
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関係を有していない社外の弁護士、公認会計士、税理士及び学識経験者等、並びに社外の経営者等により

構成される独立委員会を設置している。  

④ 本対応方針に定める対抗措置は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなけれ

ば発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕

組みを十分に確保しているものといえる。  

⑤ 当社取締役は、判断の客観性・合理性を担保された独立委員会の勧告を最大限尊重するように設定さ

れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。  

⑥ 本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、対抗措置

の発動を阻止できない買収防衛策)、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うこ

とができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもない。  
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４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約等はない。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、会社の基盤技術に関する活動を研究本部が、直接商品に係る活動をタ

イヤ・ＭＢ事業の技術部門などが担当している。各部門において世界的な技術の先端に挑戦し、世界初の

商品を市場に提供することで、お客様に満足いただくべく努力を重ねている。  

 また、当社グループは、操業１００周年にあたる２０１７年度達成を目標とする新中期経営計画「グラ

ンドデザイン１００（ＧＤ１００）」を策定した。２０１７年度に売上高１兆円、営業利益１，０００億

円、営業利益率１０％を達成し、企業価値・市場地位において、独自の存在感を持つグローバルカンパニ

ーになることを目指している。ビジョンを実現するため、メーカーの使命である「良いモノを、安く、タ

イムリーに」供給すること、また、社会から受け入れられ、社会に貢献する世界トップレベルの環境貢献

企業になること、さらに、高い倫理観を持ち、顧客最優先の企業風土を作り上げることを基本方針として

いる。その一環として、環境貢献活動のスローガンを「ｅｃｏ ＭＯＴＩＯＮ（エコモーション）」と名

付け、「Ｒｅｄｕｃｅ（省資源）」「Ｒｅｕｓｅ（再利用）」「Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生・循環）」の３Ｒ

の観点から、各種環境貢献商品の開発に取り組んでいる。  

 上記の活動による、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、７７億６７百万円である。  

 事業の種類別セグメントの研究活動は、次のとおりである。  

  

（１）研究本部  

 新素材開発・シミュレーション技術開発・分析解析技術開発・環境対応技術開発・電子材料用素材開

発・ＩＴ応用技術開発を中心に技術の先端に挑戦している。  

 研究開発費の金額は、９億５２百万円である。 

  

（２）タイヤ事業  

 ＧＤ１００の基本方針である、世界トップレベルの環境貢献企業になることを目標に、そのシンボル的

商品として、乗用車用タイヤ「ＤＮＡ ｄＢ ｓｕｐｅｒ Ｅ－ｓｐｅｃ（ディーエヌエー・デシベル・ス

ーパーイースペック）」を開発・販売した。同商品は、「オレンジオイル」を配合した新コンパウンド

「スーパーナノパワーゴム」や、空気抜けを大幅に抑制する新素材インナーライナー「空気透過抑制フィ

ルム」（日本国内特許を取得）など、環境性能を高めるさまざまな最新技術を採用し、走行・安全性能を

犠牲にすることなく「ＤＮＡ」シリーズ最高のころがり抵抗（当社従来品比２０％低減）を実現した。ま

た、原材料における非石油系資源の使用率を８０％に高めるなど、あらゆる面で地球環境に貢献する究極

のエコタイヤを目指して開発した商品である。  

トラック・バス用タイヤについては、①ケーシング（タイヤの骨格をなしている部分）の長寿命化（リ

トレッドタイヤの活用により地球資源の循環・再生に貢献）、②トレッドの長寿命化（タイヤライフを向

上することでタイヤ消費量を削減し省資源に貢献）、③ころがり抵抗の低減（車の燃費向上による省資

源、排気ガス削減による大気汚染と地球温暖化防止に貢献）の３つの環境性能向上を開発の基本テーマと

した新タイヤブランド「ＺＥＮ（ゼン）」を立ち上げ、「ＺＥＮ」シリーズ３商品の発売を開始した。  

 こうした商品開発の段階で非常に重要となるプルービンググラウンド（テストコース）を現在稼動中の

茨城県と北海道に続き、タイ ラヨーン県に建設することを決定し、２００８年度中の完成を目指してい
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る。新プルービンググラウンドは、とくに高速走行試験の充実を図るため、周長４．１キロメートル

（最大直線１キロメートル）の高速周回路をもち、その他、操縦安定性、燃費、耐久性、騒音、振動、乗

り心地などに関する各種試験路の建設も予定している。その広さは東京ドームの３６倍に相当する１６９

万平方メートルとなり、総投資額は２５億円を予定している。  

 その他、海外市場については「スマートブラバス」「メルセデス・ベンツ」などＯＥＭに対する新車装

着認定を取得、日本国内市場へは氷上性能・対摩耗性をアップさせたバン・ライトトラック用スタッドレ

スタイヤ「ＰＲＯＦＯＲＣＥ ＳＴＵＤＬＥＳＳ ＳＹ０１Ｖ（プロフォース・スタッドレス・エスワイゼ

ロイチヴィ）」を投入するなど、これまでの研究開発の成果を発揮している。  

 こうしたタイヤ事業における研究開発費の金額は、４６億６５百万円である。  

  

（３）ＭＢ事業  

 お客様の満足と環境への貢献を念頭において、幅広い産業分野に対する高機能商品の提供と、新規事業

を目指した技術開発を積極的に行っている。  

 ホース配管事業では、「環境貢献新商品」「他社との差別化」をメインテーマとして、新商品開発を推

進している。当社の油圧ホースは、建設用部品のリサイクル率向上を目指し、当社グループ独自の非塩素

ゴム材を開発、２００８年度中の商品化を計画している。金属カップリング分野では結合分離時のごみ進

入防止、オイル滴下防止機能のある新商品を開発した。またこの他にも、環境貢献技術である燃料電池関

連の商品について開発を進めている。  

 工業資材事業では、消費電力削減効果を大幅に改良したコンベヤベルト「ＥＣＯＴＥＸベルト」を開

発・販売し、海洋商品についても防舷材のメンテナンスを大幅に軽減できる空気圧モニタリングシステム

「フェンダーウォッチ」を開発納入した。土木事業では、非鉛仕様の超高減衰ゴムを使用した積層ゴムの

需要増加に対応し、また、より大きな遊間（隙間）に対応できる新商品「ＹＳⅡ－Ｗ（ワイエスⅡ－ワイ

ド）」を開発し販売を開始する。  

ハマタイト事業では、既存分野である建築用分野で当社グループの基盤であるウレタン技術を基に、塗

料との密着性に優れた低汚染性のシーリング材や、ウレタン防水材の通気緩衝工法に使用する接着剤とし

て環境貢献型のアーバンルーフ接着剤「ＥＣＯ」を開発・上市している。また、自動車用接着剤として、

衝突安全性や軽量化につながる構造用接着剤、工場省エネルギーにつながるボディシーラーの開発を進め

ている。  

 航空部品事業では、航空機内装メーカーとしての「高い技術力とブランド力」を生かし、世界のエアラ

インに補修用化粧室ユニットを積極的に展開していく方針であり、快適かつ軽量な次世代化粧室ユニット

の設計・開発を進めている。また、環境貢献製造工程として、トリクロロエチレンおよび代替フロンの全

廃に取り組み、当初の目標を達成した。  

 新規事業としては、「環境」「新エネルギー」「情報エレクトロニクス」をキーワードとして新商品開

発を進めている。環境については、騒音低減を目的として、ゴムのリサイクル材を使用した多孔質弾性舗

装材を神奈川県座間市内の道路に試験施行し、約１０デシベル程度の騒音低減を確認した。また、従来の

問題であった耐久性も大幅に改善されており、今後、環境貢献商品としてお客様に提供していく。新エネ

ルギーについては、主に樹脂材料と水素ガスとの要素技術を開発する中から、水素インフラ用高圧ホース

や水素系配管開発を行っている。情報エレクトロニクスについては、当社のコア技術である合成・変成技

術と新しい分散加工技術を取り込み、導電性ポリマーの開発を進めている。  

 スポーツ事業では、ゴルフクラブを科学的に解析し新商品の開発を行っている。女性専用設計の「Ｓｗ
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ｅｅｐ（スウィープ）」、競技者・ハイスキルゴルファー向けの「５０１銀ドライバー」「Ｍ３ ＨＩ

Ｔツアー」「５００ＢＬアイアン」を開発・上市した。また環境面にも配慮した設計を目指しており、ク

ラブ組み立て時に使用する有機溶剤を従来より１３％削減することができた。  

 こうしたＭＢ事業における研究開発費の金額は、２１億４９百万円である。  
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった設備の新設、除却等について、重要

な変更はない。 

また、経常的な設備の更新のための除却、売却を除き、当中間連結会計期間において、新たに確定した

重要な設備の新設、除却等の計画はない。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当する事項はない。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当する事項はない。 

  
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000,000

計 700,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 342,598,162 342,598,162
東京、大阪、名古
屋各証券取引所 
(市場第１部)

     ―

計 342,598,162 342,598,162 ―  ―
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

（平成19年9月30日現在） 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年4月1日～ 
平成19年9月30日

― 342,598 ― 38,909 ― 31,952

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 27,260 7.96

日本ゼオン株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番２号 20,894 6.10

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 15,553 4.54

日本トラステイ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 13,746 4.01

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 12,941 3.78

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 12,062 3.52

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 11,971 3.49

株式会社損害保険ジヤパン 東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号 7,812 2.28

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３番１号 7,600 2.22

横浜ゴム株式会社（自己名義
分）

東京都港区新橋５丁目３６番１１号 7,334 2.14

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 6,640 1.94

計 ― 143,815 41.98
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

（平成19年9月30日現在） 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 

7,000株(議決権7個)および200株含まれている。 

２ 単元未満株式には、㈱山川機械製作所所有の相互保有株式150株、愛宕精工㈱所有の相互保有株式75株およ

び当社所有の自己株式668株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

（平成19年9月30日現在） 

 
  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

普通株式 
7,334,000

   
―

  
―

（相互保有株式）

普通株式
36,000

―
  
―

完全議決権株式(その他)
普通株式  

333,443,000
333,443 ―

単元未満株式
普通株式

1,785,162
― ―

発行済株式総数    342,598,162 ― ―

総株主の議決権 ― 333,443 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

 （自己保有株式）
横浜ゴム株式会社

東京都港区新橋5－36－11 7,334,000 ― 7,334,000 2.14

 （相互保有株式） 
株式会社山川機械製作所

神奈川県平塚市東八幡
5－8－5

24,000 ― 24,000 0.01

 （相互保有株式） 
愛宕精工株式会社

神奈川県平塚市田村4－21
－18

12,000 ― 12,000 0.00

計 ― 7,370,000 ― 7,370,000 2.15
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２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

月別
平成19年 
４月

 
５月 ６月 ７月

 
８月 ９月

最高(円) 766 879 937 944 835 904

最低(円) 698 727 843 834 719 746
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第５ 【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成している。 

  

  

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を

受けている。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 11,968 16,379 14,884

 ２ 受取手形及び売掛金 91,391 97,326 108,136

 ３ たな卸資産 85,574 93,408 78,944

 ４ その他 17,724 17,367 16,947

 ５ 貸倒引当金 △1,503 △1,497 △1,678

   流動資産合計 205,156 40.6 222,984 40.9 217,234 40.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※1,2

  (1) 建物及び構築物 55,285 59,734 59,074

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

68,918 82,544 79,090

  (3) 土地 33,845 34,909 34,653

  (4) その他 22,487 180,538 20,129 197,317 20,741 193,560

 ２ 無形固定資産 3,519 3,153 3,326

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 94,840 95,030 100,844

  (2) その他 22,939 28,014 22,526

  (3) 貸倒引当金 △ 1,302 116,477 △ 1,249 121,795 △ 1,170 122,200

   固定資産合計 300,535 59.4 322,266 59.1 319,087 59.5

   資産合計 505,691 100.0 545,251 100.0 536,322 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 75,584 81,651 84,683

 ２ 一年内償還社債 10,000 10,000 ―

 ３ コマーシャル 
   ペーパー

― ― 1,000

 ４ 短期借入金 ※１ 85,362 97,533 87,189

 ５ 役員賞与引当金 24 41 53

 ６ その他 40,702 39,765 43,429

   流動負債合計 211,674 41.9 228,992 42.0 216,356 40.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 20,000 30,000

 ２ 長期借入金 ※１ 43,105 48,691 49,284

 ３ 退職給付引当金 20,896 19,211 19,937

 ４ 役員退職慰労引当金 513 ― 553

 ５ その他 29,023 32,053 33,661

   固定負債合計 123,540 24.4 119,956 22.0 133,437 24.9

   負債合計 335,214 66.3 348,948 64.0 349,794 65.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 38,909 7.7 38,909 7.1 38,909 7.3

 ２ 資本剰余金 31,952 6.3 31,952 5.9 31,952 6.0

 ３ 利益剰余金 68,682 13.6 90,385 16.6 80,065 14.9

 ４ 自己株式 △4,541 △0.9 △4,666 △0.9 △4,600 △0.9

   株主資本合計 135,002 26.7 156,581 28.7 146,327 27.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

37,348 7.4 36,044 6.6 39,635 7.4

 ２ 為替換算調整勘定 △5,998 △1.2 △1,407 △0.2 △4,175 △0.8

   評価・換算差額等 
   合計

31,350 6.2 34,636 6.4 35,460 6.6

Ⅲ 少数株主持分 4,124 0.8 5,084 0.9 4,740 0.9

   純資産合計 170,476 33.7 196,302 36.0 186,528 34.8

   負債純資産合計 505,691 100.0 545,251 100.0 536,322 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
  連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金 額 
(百万円)

百分比
(％)

金 額
(百万円)

百分比
(％)

金 額 
(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 222,440 100.0 253,327 100.0 497,396 100.0

Ⅱ 売上原価 159,798 71.8 176,371 69.6 350,978 70.6

   売上総利益 62,642 28.2 76,956 30.4 146,417 29.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 59,337 26.7 64,838 25.6 125,348 25.2

   営業利益 3,304 1.5 12,117 4.8 21,069 4.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 92 130 202

 ２ 受取配当金 811 913 1,512

 ３ 為替差益 326 732 1,293

 ４ その他 1,369 2,599 1.2 1,452 3,229 1.3 2,328 5,335 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,398 1,920 3,247

 ２ その他 1,432 2,831 1.3 2,638 4,558 1.8 3,073 6,320 1.3

   経常利益 3,072 1.4 10,788 4.3 20,084 4.0

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 4,204 4,204 1.9 155 155 0.0 6,434 6,434 1.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産廃棄売却損 ※２ 327 327 0.2 295 295 0.1 480 480 0.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

6,949 3.1 10,648 4.2 26,038 5.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

874 2,722 2,734

   法人税等調整額 2,613 3,487 1.6 △ 5,234 △ 2,512 △1.0 6,505 9,239 1.9

   少数株主利益 100 0.0 133 0.1 435 0.0

   中間(当期)純利益 3,361 1.5 13,026 5.1 16,363 3.3
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 67,439 △ 4,526 133,774

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 2,012 △ 2,012

 役員賞与（注） △ 48 △ 48

 中間純利益 3,361 3,361

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

3 3

 米国年金会計基準に基づく 
 減少高

△ 60 △ 60

 自己株式の取得 △ 19 △ 19

 自己株式の処分 4 4

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

― ― 1,243 △ 15 1,228

平成18年９月30日残高(百万円) 38,909 31,952 68,682 △ 4,541 135,002

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 43,554 △ 6,654 36,900 3,933 174,609

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 2,012

 役員賞与（注） △ 48

 中間純利益 3,361

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

3

 米国年金会計基準に基づく 
 減少高

△ 60

 自己株式の取得 △ 19

 自己株式の処分 4

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額)

△ 6,206 656 △ 5,550 190 △ 5,360

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△ 6,206 656 △ 5,550 190 △ 4,132

平成18年９月30日残高(百万円) 37,348 △ 5,998 31,350 4,124 170,476
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 80,065 △ 4,600 146,327

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 2,682 △ 2,682

 中間純利益 13,026 13,026

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

113 113

 海外連結子会社の会計方針変更
 に伴う減少高

△ 137 △ 137

 自己株式の取得 △68 △68

 自己株式の処分 0 2 2

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

― ― 10,319 △ 65 10,254

平成19年９月30日残高(百万円) 38,909 31,952 90,385 △ 4,666 156,581

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 39,635 △ 4,175 35,460 4,740 186,528

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 2,682

 中間純利益 13,026

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

113

 海外連結子会社の会計方針変更
 に伴う減少高

△ 137

 自己株式の取得 △ 68

 自己株式の処分 2

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額)

△ 3,591 2,767 △ 823 343 △ 479

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△ 3,591 2,767 △ 823 343 9,774

平成19年９月30日残高(百万円) 36,044 △ 1,407 34,636 5,084 196,302
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 67,439 △ 4,526 133,774

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 2,012 △ 2,012

 剰余金の配当 △ 1,341 △ 1,341

 役員賞与（注） △ 48 △ 48

 当期純利益 16,363 16,363

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

2 2

 米国年金会計基準に基づく 
 減少高

△ 337 △ 337

 自己株式の取得 △ 79 △ 79

 自己株式の処分 5 5

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 12,626 △ 74 12,552

平成19年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 80,065 △ 4,600 146,327

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 43,554 △ 6,654 36,900 3,933 174,609

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 2,012

 剰余金の配当 △ 1,341

 役員賞与（注） △ 48

 当期純利益 16,363

 連結子会社の増加に伴う 
 剰余金増加高

2

 米国年金会計基準に基づく 
 減少高

△ 337

 自己株式の取得 △ 79

 自己株式の処分 5

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△ 3,919 2,479 △ 1,440 806 △ 634

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△ 3,919 2,479 △ 1,440 806 11,918

平成19年３月31日残高(百万円) 39,635 △ 4,175 35,460 4,740 186,528
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  税金等調整前中間(当期)純利益 6,949 10,648 26,038

  減価償却費 10,410 12,941 22,165

  固定資産廃棄売却損 327 295 480

  投資有価証券売却益 △ 4,204 △ 155 △ 6,434

  受取利息及び受取配当金 △ 903 △ 1,044 △ 1,714

  支払利息 1,398 1,920 3,247

  為替差損益(差益：△) 135 △ 926 △ 258

  売上債権の増減額(増加：△) 9,993 11,818 △ 6,060

  仕入債務の増減額(減少：△) 5,247 △ 4,495 13,449

  たな卸資産の増減額(増加：△) △ 15,317 △ 12,328 △ 7,425

  その他 △ 3,619 △ 2,469 △ 3,019

    小計 10,418 16,203 40,468

  利息及び配当金の受取額 902 1,061 1,680

  利息の支払額 △ 1,314 △ 1,873 △ 3,066

  法人税等の支払額 △ 1,499 △ 1,497 △ 2,343

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

8,507 13,894 36,738

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  定期預金の純増減額 7 △ 6 △ 57

  有形固定資産の取得による支出 △ 16,190 △ 15,494 △ 37,463

  有形固定資産の売却による収入 129 232 193

  無形固定資産の取得による支出 △ 364 △ 185 △ 624

  投資有価証券の取得による支出 △ 3,654 △ 837 △ 6,291

  投資有価証券の売却による収入 5,578 287 8,242

  貸付けによる支出 △ 198 △ 325 △ 18

  貸付金の回収による収入 431 67 633

  その他 152 304 263

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 14,109 △ 15,956 △ 35,122
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 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(減少：△） △ 821 20,345 △ 6,048

  コマーシャルペーパーの純増減額  
  （減少：△）

△ 13,000 △ 1,000 △ 12,000

  長期借入れによる収入 13,101 2,344 28,805

  長期借入金の返済による支出 △ 3,556 △ 16,199 △ 8,328

  社債の発行による収入 10,000 ― 10,000

  社債の償還による支出 ― ― △ 10,000

  自己株式の取得による支出 △ 19 △ 68 △ 79

  配当金の支払額 △ 1,997 △ 2,683 △ 3,356

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

3,706 2,738 △ 1,007

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 410 334 △ 53

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額    
  （減少：△）

△ 2,305 1,010 555

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,289 14,812 14,289

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び 
  現金同等物の影響額

△ 22 477 △ 32

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 
 

11,961 16,300 14,812
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

  (1) 連結子会社の数  159社

       非連結子会社の数   24社

１ 連結の範囲に関する事項

  (1) 連結子会社の数  158社

       非連結子会社の数   23社

１ 連結の範囲に関する事項

  (1) 連結子会社の数  157社

       非連結子会社の数   24社

       主要な連結子会社の名称

・ヨコハマタイヤコーポレーション

・ヨコハマタイヤ東京販売㈱

・横浜ゴムＭＢＥ㈱ 他

       主要な連結子会社の名称

同  左

       主要な連結子会社の名称 

      

同  左

 (2) 当中間連結会計期間の連結子

会社の変動は、次のとおりであ

る。

 (増加)  横浜橡胶（中国）有限 

公司等５社

（新規設立等による）

   

 (減少) ㈱タイヤプラザ石江

     等６社

 (清算等による減少）

 (2) 当中間連結会計期間の連結子

会社の変動は、次のとおりであ

る。

 (増加)  Yokohama Russia LLC 

等３社 

(重要性の増加及び新規設立による)

 (減少) ㈱タイヤガーデン北見

     等２社

 （清算等による減少）

 

 (2) 当連結会計年度の連結子会社

の変動は、次のとおりである。

 (増加) 横浜橡胶（中国）有限 

公司、横浜輪胎銷售（上海）有

限公司等６社 

（新規設立等による）

 (減少) ㈱タイヤプラザ石江

      等９社

 (清算等による減少）

 

 (3) 非連結子会社24社の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金等の合計は、いずれも少額

で重要性が乏しいため連結の範

囲から除いている。

 (3) 非連結子会社ハマベルトサー

ビス㈱等23社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金

等の合計は、いずれも少額で重

要性が乏しいため連結の範囲か

ら除いている。 

 

 (3) 非連結子会社24社の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金等の合計は、いずれも少額

で重要性が乏しいため連結の範

囲から除いている。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社

   非連結子会社の数  ０社

   関連会社の数    ２社

  関連会社名

・GTYタイヤカンパニー

・ヨコハマコンチネンタルタイヤ㈱

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社

   

同  左

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社

   

同  左

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社24社及び関連会社高崎

金属㈱等54社は、それぞれ中間

連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため

適用を除外した。 

 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社ハマベルトサービス㈱

等23社及び関連会社高崎金属㈱

等51社は、それぞれ中間連結純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため適用を

除外した。

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社24社及び関連会社高崎

金属㈱等54社は、それぞれ連結

純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため適用

を除外した。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  在外連結子会社19社および国内

タイヤ販売会社63社の中間決算日

は６月30日で、国内タイヤ販売会

社4社の中間決算日は７月31日、

同3社の中間決算日は８月31日で

ある。中間連結財務諸表作成にあ

たっては、中間決算日と中間連結

決算日が３か月を超えないため各

社の中間決算日の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っている。そ

の他の連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と同一である。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  在外連結子会社20社および国内

タイヤ販売会社62社の中間決算日

は６月30日で、国内タイヤ販売会

社5社の中間決算日は７月31日、

同3社の中間決算日は８月31日で

ある。中間連結財務諸表作成にあ

たっては、中間決算日と中間連結

決算日が３か月を超えないため各

社の中間決算日の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っている。そ

の他の連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と同一である。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  在外連結子会社19社および国内

タイヤ販売会社61社の事業年度の

末日は12月31日で、国内タイヤ販

売会社4社の事業年度の末日は１

月31日、同3社の事業年度の末日

は２月28日である。連結財務諸表

作成にあたっては、事業年度の末

日と連結決算日が３か月を超えな

いため各社の事業年度末日の財務

諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っている。

その他の連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と同一である。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ)有価証券

    その他有価証券

    ・時価のあるもの

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る。)

    ・時価のないもの

     移動平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ)有価証券

    その他有価証券

    ・時価のあるもの

      同  左  

  

  

  

  

 

    ・時価のないもの

同  左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ)有価証券

    その他有価証券

    ・時価のあるもの

     期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している。)

    ・時価のないもの

同  左

  (ロ)デリバティブ 

    時価法

  (ロ)デリバティブ

同  左

  (ロ)デリバティブ

同  左

  (ハ)たな卸資産

    当社は、移動平均法による

原価法を、連結子会社は主と

して最終仕入原価法を採用し

ている。

  (ハ)たな卸資産

同  左

  (ハ)たな卸資産

同  左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ)有形固定資産

    主として定率法であるが、

建物及び当社の尾道工場につ

いては定額法を採用してい

る。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりである。

    建物及び構築物

５年～50年

    機械装置及び運搬具

２年～10年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ)有形固定資産

同  左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ)有形固定資産

同  左
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

 

 

 

 

――――――

(会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、当中間連結会計期

間より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更している。これにより、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は、それぞれ285百万円

減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載している。

 

 

 

 

 

 

――――――

 

 

 

 

 

 

 

――――――

(追加情報) 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上している。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ1,020百万円減少

している。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載している。

 

 

 

 

 

 

 

――――――

  (ロ)無形固定資産

    主として定額法を採用して

いる。

    なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっている。

  (ロ)無形固定資産

同  左

  (ロ)無形固定資産

同  左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

    受取手形、売掛金等の債権

に対する貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

同  左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

同  左

  (ロ)役員賞与引当金

    役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結

会計年度における支給見込額

に基づく当中間連結会計期間

負担額を計上している。

  (ロ)役員賞与引当金

    

    

同  左

    

  (ロ)役員賞与引当金

    役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上して

いる。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (ハ)退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。

    なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により処

理している。

    数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理す

ることとしている。

  (ハ)退職給付引当金

 

 

 

 

 

 

 

同  左

  (ハ)退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

いる。

    なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により費

用処理している。また、数理

計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

としている。

   

  (ニ)役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してい

る。

  (ニ)役員退職慰労引当金

――――――

  (ニ)役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上している。

 

 

 

 

 

 

――――――

  (追加情報)

平成19年６月28日開催の当

社定時株主総会において取締

役及び監査役に対する役員退

職慰労金制度を廃止し、退職

慰労金の打ち切り支給案が承

認可決された。これにより、

当中間連結会計期間において

「役員退職慰労引当金」を全

額取崩し、打ち切り支給額の

未払分については固定負債の

「その他」に含めて表示して

いる。

 

 

 

 

 

 

 

――――――

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理している。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めている。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同  左

   

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理している。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて表示している。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同  左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同  左

 (6) 米国子会社の会計処理基準

   米国子会社は、米国で一般に

認められた会計処理基準を採用

している。このうち当社が採用

している会計処理基準と相違し

ている主なものは次のとおりで

ある。

 (6) 米国子会社の会計処理基準

同  左

 (6) 米国子会社の会計処理基準

同  左

  (イ)たな卸資産の評価基準及び

評価方法

    後入先出法による低価法

  (イ)たな卸資産の評価基準及び

評価方法

    先入先出法による低価法

     当中間連結会計期間より 

  後入先出法による低価法か 

  ら先入先出法による低価法 

  に変更している。 

   なお、この変更による期 

  首の影響額は中間連結株主 

  資本等変動計算書に記載し 

  ている。

  (イ)たな卸資産の評価基準及び

評価方法

    後入先出法による低価法

  (ロ)有形固定資産の減価償却方

法

    見積耐用年数による定額

法。

  (ロ)有形固定資産の減価償却方

法

同  左

  (ロ)有形固定資産の減価償却方

法

同  左

  (ハ)退職年金制度

    外部拠出による確定給付制

度を採用しており、年金費用

は年金数理計算に基づき計上

している。

  (ハ)退職年金制度

同  左

  (ハ)退職年金制度

同  左

  (ニ)退職後福利厚生制度

    従業員の退職後福利厚生に

係る給付費用については、財

務会計基準書に従って給付費

用の総額を見積り、従業員の

役務提供期間で配分してい

る。なお、新基準採用時にお

ける未認識移行債務は20年間

で定額償却している。

  (ニ)退職後福利厚生制度

同  左

  (ニ)退職後福利厚生制度

同  左

  (ホ)重要なリース取引の処理方

法

    キャピタル・リースについ

ては、固定資産及び支払債務

に計上している。

  (ホ)重要なリース取引の処理方

法

同  左

  (ホ)重要なリース取引の処理方

法

同  左

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

  (イ)消費税及び地方消費税の会

計処理

    消費税等の会計処理は、税

抜方式によっている。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

  (イ)消費税及び地方消費税の会

計処理

同  左

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

  (イ)消費税及び地方消費税の会

計処理

同  左
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

――――――

  (ロ)中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

    当中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整額

は、当連結会計年度において

予定している圧縮積立金及び

特別償却準備金の積立て及び

取崩しを前提として、当中間

連結会計期間に係る金額を計

算している。 

 

    

――――――

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同  左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなる。
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（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

 
  

  
（表示方法の変更） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益はそれぞ

れ24百万円減少している。

 

 

 

 

――――――

(役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ53百万円減少している。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、166,352百万円であ

る。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成している。

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、181,787百万円であ

る。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成している。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前中間連結会計期間において、投資活動によるキャシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「投資有

価証券の売却による収入」はその重要性が増したため区

分掲記することに変更している。なお、前中間連結会計

期間における「投資有価証券の売却による収入」の金額

は８百万円である。

 
――――――
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

注(1)

※１ 担保資産及び担保付債務

(1) 工場財団

建物及び構築物 16,579 百万円

機械装置等 36,048

土地 4,243

計 56,872
 

注(1)

※１ 担保資産及び担保付債務

(1) 工場財団

建物及び構築物 17,364 百万円

機械装置等 36,615

土地 4,243

計 58,223
 

注(1)

※１ 担保資産及び担保付債務

(1) 工場財団

建物及び構築物 17,223 百万円

機械装置等 37,101

土地 4,243

計 58,568

 

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

長期借入金(一年内返済分を含む)

17,111 百万円

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

長期借入金(一年内返済分を含む)

12,445 百万円

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

長期借入金(一年内返済分を含む)

15,197 百万円

 

(2) その他

建物及び構築物 6,534 百万円

土地 6,935

計 13,469
 

(2) その他

建物及び構築物 5,680

土地 5,068

計 10,749

 

(2) その他

建物及び構築物 6,431 百万円

機械装置等 53

土地 6,862

計 13,347

 

 

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

短期借入金 525 百万円

長期借入金(一年内返済分を含む)

2,052

計 2,577
 

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

短期借入金 320 百万円

長期借入金(一年内返済分を含む)

1,408

計 1,728
 

以上は、次の債務の担保に供してい

る。

短期借入金 530 百万円

長期借入金(一年内返済分を含む)

1,717

計 2,247

 

 

※２ 有形固定資産の減価償却

   累計額

366,382 百万円
 

※２ 有形固定資産の減価償却

   累計額

387,899 百万円
 

※２ 有形固定資産の減価償却

   累計額

377,613 百万円

 

注(2) 保証債務

関係会社である山清（佛山）汽車部

件有限公司の金融機関からの借入5

百万円に対し、債務保証を行ってい

る。

注(2) 保証債務

非連結子会社であるヨコハマタイヤ

ベトナムINC.の金融機関からの借入 

750百万円及び蘇州横浜輪胎有限公

司の金融機関からの借入1,700百万

円に対し、債務保証を行っている。

注(2) 保証債務

非連結子会社であるヨコハマタイヤ

ベトナムINC.の金融機関からの借入 

767百万円に対し、債務保証を行っ

ている。

 

 

注(3)

受取手形割引高 51 百万円

受取手形裏書譲渡高 190

注(4)

 期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形満期日をもって決済処理

している。 

 なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が中間期末残高よ

り除かれている。

受取手形 2,399 百万円

支払手形
固定資産購入支払手形

2,660

855

 

 

注(3)

受取手形割引高 392 百万円

受取手形裏書譲渡高 190

注(4)

 期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形満期日をもって決済処理

している。 

 なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が中間期末残高よ

り除かれている。

受取手形 2,019 百万円

支払手形
固定資産購入支払手形

2,547

586

 

 

注(3)

受取手形割引高 400 百万円

受取手形裏書譲渡高 263

注(4)

 期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形満期日をもって決済処理

している。 

 なお、当連結会計年度の末日は金

融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高より除かれ

ている。

受取手形 3,349 百万円

支払手形
固定資産購入支払手形

2,887

970
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(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

注(1) 注(1) 注(1)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は下記の

とおりである。

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は下記の

とおりである。

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は下記の

とおりである。

販売手数料 5,777 百万円

運賃及び保管費 12,895

宣伝費及び拡販費 6,281

従業員給料手当 15,713

退職給付費用 986

減価償却費 1,452

販売手数料 5,449 百万円

運賃及び保管費 15,022

宣伝費及び拡販費 7,518

従業員給料手当 16,098

退職給付費用 1,114

減価償却費 1,730

販売手数料 14,255 百万円

運賃及び保管費 27,243

宣伝費及び拡販費 13,532

貸倒引当金繰入額 229

従業員給料手当 31,501

退職給付費用 1,999

減価償却費 2,970

※２ 主として当社の機械装置及び

工具器具備品の廃棄損であ

る。

※２  

  同    左

※２  

  同    左
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

  
（注）普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買い取りによるものであり、減少は単元未満株式の買い増し請求に

 よるものである。 

  
  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後とな

るもの 

 
  

前連結会計年度末 
株式数 
(千株）

当中間連結会計期間
増加株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数 
（千株）

当中間連結会計期間末
株式数 
（千株）

発行済株式

 普通株式 342,598 ―   ―   342,598

自己株式

 普通株式 7,142 36 8 7,171

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,012   ６   平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 1,341   利益剰余金 ４   平成18年９月30日 平成18年11月30日
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

  
（注）普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買い取りによるものであり、減少は単元未満株式の買い増し請求に

 よるものである。 

  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後とな

るもの 

 
  

前連結会計年度末 
株式数 
(千株）

当中間連結会計期間
増加株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数 
（千株）

当中間連結会計期間末
株式数 
（千株）

発行済株式

 普通株式 342,598 ―   ―   342,598

自己株式

 普通株式 7,257 80 3 7,334

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 2,682   ８   平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 2,011   利益剰余金 ６   平成19年９月30日 平成19年11月30日
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであり、減少は単元未満株式の買い増し請求

によるものである。 

  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

前連結会計年度末 
株式数 (千株）

当連結会計期間
増加株式数 (千株)

当連結会計期間 
減少株式数 (千株)

当連結会計年度末
株式数 (千株)

発行済株式

 普通株式 342,598 ―   ―   342,598

自己株式

 普通株式 7,142 124 10 7,257

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,012 ６ 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 1,341 ４ 平成18年９月30日 平成18年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,682 ８ 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

注(1)  

現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

注(1)  

現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

注(1)  

現金及び現金同等物の期末

残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額と

の関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

11,968 百万円 16,379 百万円 14,884 百万円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金

△7 △78 △72

現金及び現金

同等物  

11,961 現金及び現金

同等物  

16,300 現金及び現金

同等物 

14,812
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(リース取引関係) 

     

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額（百万円)

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額（百万円)

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額（百万円)

取得価額 
相 当 額

減価償却 
累 計 額 
相 当 額

中間期末 
残  高 
相 当 額

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残  高
相 当 額

取得価額 
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械装置 
及  び 
運 搬 具

3,283 1,298 1,985
機械装置
及  び
運 搬 具

910 445 465
機械装置 
及  び 
運 搬 具

1,018 525 493

その他の 
有  形 
固定資産

2,322 1,075 1,247
その他の
有  形
固定資産

3,315 1,177 2,138
その他の 
有  形 
固定資産

2,960 1,299 1,660

合  計 5,606 2,373 3,233 合  計 4,226 1,622 2,603 合  計 3,978 1,824 2,154

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定し

ている。

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

一年内 

一年超

805 

2,427

百万円 

 

合 計 3,233

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

一年内 

一年超

768

1,835

百万円 

 

合 計 2,603

② 未経過リース料期末残高相当

額

一年内 

一年超

667 

1,486

百万円 

 

合 計 2,154

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

している。

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

している。

(注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み

法」により算定している。

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

458 

458

百万円 

 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

427

427

百万円 

 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

994

994

百万円 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

1,079 

4,972

百万円

合 計 6,051

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

1,119

5,386

百万円

合 計 6,506

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

1,125 

5,018

百万円

合 計 6,144
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(有価証券関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
  

 
  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
  

 
  

Ⅲ 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 26,241 88,859 62,617

合計 26,241 88,859 62,617

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) その他有価証券

非上場株式 4,397

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 28,934 89,338 60,404

合計 28,934 89,338 60,404

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) その他有価証券

非上場株式 3,803

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 28,941 95,365 66,423

合計 28,941 95,365 66,423

連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) その他有価証券

非上場株式 3,905
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(デリバティブ取引関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) 当社は、輸出入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引を利用しているが、その残高は輸出入

取引の額を超えないようにとの方針を採っている。 

また、連結子会社は、借入金の支払利息を低減する目的で金利スワップ取引を利用している。 

これらデリバティブの取引に係る契約業務は、当社及び連結子会社の経理担当部門が行っており、デリバティ

ブ取引額は、実需額の範囲内とする方針で、リスク管理している。 

  

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引

売 建

米ドル 3,098 3,165 △ 66

ユーロ 4,124 4,271 △ 146

カナダ・ドル 388 401 △ 13

オーストラリア・ドル 968 996 △ 27

イギリス・ポンド 391 409 △ 17

金利 スワップ取引

受取変動・支払固定 63 △ 1 △ 1

合計 ― ― △ 273
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Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) 当社は、輸出入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引を利用しているが、その残高は輸出入

取引の額を超えないようにとの方針を採っている。 

また、連結子会社は、借入金の支払利息を低減する目的で金利スワップ取引を利用している。 

これらデリバティブの取引に係る契約業務は、当社及び連結子会社の経理担当部門が行っており、デリバティ

ブ取引額は、実需額の範囲内とする方針で、リスク管理している。 

  

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引

売 建

米ドル 5,063 5,018 44

ユーロ 3,605 3,681 △ 76

オーストラリア・ドル 1,289 1,321 △ 32

カナダ・ドル 802 825 △ 22

イギリス・ポンド 534 528 6

金利 スワップ取引

受取変動・支払固定 55 △ 0 △ 0

合計 ― ― △ 81
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Ⅲ 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) 当社は、輸出入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引を利用しているが、その残高は輸出入

取引の額を超えないようにとの方針を採っている。 

また、連結子会社は、借入金の支払利息を低減する目的で金利スワップ取引を利用している。 

これらデリバティブの取引に係る契約業務は、当社及び連結子会社の経理担当部門が行っており、デリバティ

ブ取引額は、実需額の範囲内とする方針で、リスク管理している。 

  

  

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引

売 建

ユーロ 3,125 3,236 △ 111

米ドル 2,385 2,376 9

オーストラリア・ドル 1,126 1,170 △ 44

イギリス・ポンド 511 521 △ 10

カナダ・ドル 337 340 △ 2

金利 スワップ取引

受取変動・支払固定 59 △ 0 △ 0

合計 ― ― △ 159
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  

タイヤ 
(百万円)

ＭＢ
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 162,458 59,981 222,440 ― 222,440

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

17 12,176 12,194 (12,194) ―

計 162,476 72,158 234,634 (12,194) 222,440

営業費用 161,350 69,652 231,002 (11,867) 219,135

営業利益 1,126 2,505 3,632 (327) 3,304

タイヤ 
(百万円)

ＭＢ
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 188,747 64,579 253,327 ― 253,327

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

31 6,153 6,185 (6,185) ―

計 188,779 70,733 259,512 (6,185) 253,327

営業費用 179,734 67,743 247,478 (6,268) 241,209

営業利益 9,044 2,989 12,034 83 12,117

タイヤ 
(百万円)

ＭＢ
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 372,708 124,687 497,396 ― 497,396

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

85 22,307 22,392 (22,392) ―

計 372,793 146,995 519,788 (22,392) 497,396

営業費用 358,123 140,197 498,321 (21,994) 476,326

営業利益 14,670 6,797 21,467 (397) 21,069
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（注）１．事業区分は売上集計区分によるもので、主要事業としてのタイヤと非タイヤ事業からなるＭＢとしてい

る。 

  

２．各事業の主要な製品 

  

 
  

 ３. 重要な減価償却資産の減価償却方法 

        (会計方針の変更) 

         「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社 

       は、法人税法改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に 

              ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより、当中間連結会計期間 

              の営業費用は、タイヤ事業が256百万円、ＭＢ事業が28百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

      （追加情報） 

         当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産について 

              は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の 

              翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償 

              却費に含めて計上している。これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、タイヤ事業が831百万円、

              ＭＢ事業が189百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

  

  

事業区分 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、航空機用など

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、ゴム板、各種ホース、ゴムライニング、防舷材、オイルフェンス、マリ

ンホース、型物、空気バネ、ハイウェイジョイント、橋梁用ゴム支承、ビル用免震積層ゴ

ム、防水材、止水材、防音・防振商品、接着剤、シーリング材、スポーツ用品、航空機用

燃料タンク、シール、音響材、プリプレグ、民間航空機用化粧室ユニット・飲料水タン

ク、各種ハニカム商品、金属ダクト、オイルタンク、断熱材、バルブ、継手、シーリング

コンパウンド、Ｖバンドカップリング、フレックスカップリング、電磁波シールド材、情

報処理サービス、不動産賃貸等
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 163,721 46,138 12,580 222,440 ― 222,440

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

28,245 538 7,342 36,127 (36,127) ―

計 191,967 46,676 19,923 258,567 (36,127) 222,440

営業費用 190,477 44,840 19,864 255,181 (36,046) 219,135

営業利益 1,489 1,836 59 3,386 (81) 3,304

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 176,167 53,689 10,743 12,726 253,327 ― 253,327

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

32,779 569 15,290 ― 48,639 (48,639) ―

計 208,947 54,258 26,034 12,726 301,966 (48,639) 253,327

営業費用 201,035 50,586 24,937 12,294 288,853 (47,643) 241,209

営業利益 7,911 3,672 1,096 432 13,113 (995) 12,117

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消  去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 369,740 98,136 13,897 15,621 497,396 ― 497,396

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

56,808 977 18,751 ― 76,536 (76,536) ―

計 426,549 99,113 32,648 15,621 573,933 (76,536) 497,396

営業費用 409,079 95,308 32,525 15,227 552,142 (75,815) 476,326

営業利益 17,469 3,804 122 393 21,791 (721) 21,069
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（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

  

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北 米……米国、カナダ 

(2) アジア……フィリピン、タイ、中国、台湾 

(3) その他……大洋州、欧州 

但し、前中間連結会計期間においては、以下のとおりである。 

(1) 北 米……米国、カナダ 

(2) その他……大洋州、欧州、アジア 

  

３．「アジア」は従来、「その他」に含めて表示していたが、資産の金額が資産総額の100分の10を超えたた 

            め前連結会計年度より、区分表示している。 

      なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「アジア」の金額は、下記のとおりである。 

  

 
  

４. 重要な減価償却資産の減価償却方法 

      (会計方針の変更) 

       「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

            法人税法改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい 

      て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより、当中間連結会計期間の営業 

      費用は、日本が285百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

      (追加情報) 

            当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、 

            改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結 

            会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含 

            めて計上している。これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、日本が1,020百万円増加し、営業利 

            益は同額減少している。 

  

アジア
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 5,789

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,342

計 13,132

 営業費用 13,291

 営業損失 (158)

─ 51 ─



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  

（注） １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北 米……米国、カナダ 

(2) その他……大洋州、欧州、アジア等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 47,216 42,693 89,910

Ⅱ 連結売上高(百万円) 222,440

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

21.2 19.2 40.4

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 58,066 59,376 117,442

Ⅱ 連結売上高(百万円) 253,327

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

22.9 23.4 46.4

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 104,075 93,086 197,161

Ⅱ 連結売上高(百万円) 467,396

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

20.9 18.7 39.6
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(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額   495円94銭 １株当たり純資産額  570円35銭 １株当たり純資産額   542円10銭

１株当たり中間純利益  10円02銭 １株当たり中間純利益  38円85銭 １株当たり当期純利益  48円79銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していない。

同 左

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していない。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 3,361 13,026 16,363

普通株式に帰属しない金額 
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円)

3,361 13,026 16,363

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

335,441 335,302 335,408
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 327 324 357

 ２ 受取手形 6,095 4,054 5,423

 ３ 売掛金 81,591 92,371 95,792

 ４ たな卸資産 34,626 35,790 33,557

 ５ その他 18,018 14,231 14,245

   流動資産合計 140,660 38.2 146,772 38.4 149,377 38.6

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 23,026 23,995 23,967

  ２ 機械装置 38,701 40,526 39,868

  ３ その他 26,535 28,172 28,867

   有形固定資産合計 ※1,2 88,263 92,694 92,703

 (2) 無形固定資産 2,263 1,700 1,958

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 126,368 128,677 131,135

  ２ 長期貸付金 232 108 110

  ３ その他 11,017 12,156 11,599

  ４ 貸倒引当金 △ 147 △ 136 △ 141 

   投資その他の資産 
   合計

137,470 140,806 142,703

   固定資産合計 227,997 61.8 235,201 61.6 237,365 61.4

   資産合計 368,657 100.0 381,974 100.0 386,742 100.0

─ 54 ─



   

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 16,155 15,996 16,538

 ２ 買掛金 43,630 45,672 47,849

 ３ 一年内償還社債 10,000 10,000 －

 ４ コマーシャル 
   ペーパー

－ － 1,000

 ５ 短期借入金 ※1 33,196 41,561 41,624

 ６ 未払法人税等 361 1,760 590

 ７ 役員賞与引当金 24 41 53

 ８ その他 21,802 23,998 25,686

   流動負債合計 125,171 33.9 139,031 36.4 133,342 34.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 30,000 20,000 30,000

 ２ 長期借入金 ※1 15,484 17,515 17,699

 ３ 退職給付引当金 16,642 14,904 15,637

 ４ 役員退職慰労引当金 438 － 470

 ５ その他 17,659 19,971 20,961

   固定負債合計 80,225 21.8 72,391 18.9 84,768 21.9

   負債合計 205,396 55.7 211,422 55.3 218,111 56.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 38,909 10.5 38,909 10.2 38,909 10.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 31,952 31,952 31,952

   資本剰余金合計 31,952 8.7 31,952 8.4 31,952 8.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 8,778 8,778 8,778

  (2) その他利益 
     剰余金

    配当引当積立金 700 700 700

    固定資産圧縮 
    積立金

2,810 2,638 2,638

    特別償却準備金 416 363 363

    別途積立金 37,400 43,900 37,400

    繰越利益剰余金 13,649 16,250 17,732

   利益剰余金合計 63,753 17.3 72,629 19.0 67,612 17.5

 ４ 自己株式 △ 4,541 △ 1.2 △ 4,666 △ 1.2 △ 4,600 △ 1.2

   株主資本合計 130,073 35.3 138,825 36.4 133,874 34.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

33,187 31,725 34,757

   評価・換算差額等 
   合計

33,187 9.0 31,725 8.3 34,757 9.0

   純資産合計 163,260 44.3 170,551 44.7 168,631 43.6

   負債純資産合計 368,657 100.0 381,974 100.0 386,742 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年4月1日
至 平成19年9月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 155,639 100.0 179,318 100.0 327,826 100.0

Ⅱ 売上原価 121,693 78.2 134,831 75.2 254,538 77.6

   売上総利益 33,946 21.8 44,486 24.8 73,288 22.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 28,908 18.6 31,274 17.4 59,984 18.3

   営業利益 5,037 3.2 13,211 7.4 13,303 4.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,589 1.0 2,109 1.1 2,505 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 1,047 0.6 2,777 1.5 2,648 0.8

   経常利益 5,579 3.6 12,544 7.0 13,161 4.0

Ⅵ 特別利益 ※３ 4,202 2.7 145 0.1 6,424 1.9

Ⅶ 特別損失 ※４ 933 0.6 240 0.2 1,079 0.3

   税引前中間(当期) 
   純利益

8,848 5.7 12,448 6.9 18,506 5.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

55 1,675 231

   法人税等調整額 3,280 3,335 2.2 3,073 4,748 2.6 7,562 7,793 2.3

   中間(当期)純利益 5,512 3.5 7,700 4.3 10,713 3.3
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金

資本 

剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

利益 

剰余金 

合計

配当
引当 
積立金

固定 

資産 

圧縮 

積立金

特別 

償却 

準備金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 3,015 276 32,400 15,130 60,300 △4,526 126,636

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） △ 205 205 ― ―

 特別償却準備金の積立（注） 216 △ 216 ― ―

 特別償却準備金の取崩（注） △ 76 76 ― ―

 別途積立金の積立（注） 5,000 △5,000 ― ―

 剰余金の配当（注） △2,012 △2,012 △2,012

 役員賞与（注） △ 47 △ 47 △ 47

 中間純利益 5,512 5,512 5,512

 自己株式の取得 △ 19 △ 19

 自己株式の処分 4 4

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― △ 205 139 5,000 △1,481 3,452 △ 15 3,437

平成18年９月30日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 2,810 416 37,400 13,649 63,753 △4,541 130,073

評価・ 
換算 
差額等

純資産
合計

その他 

有価証券 

評価 

差額金

平成18年３月31日残高(百万円) 39,286 165,922

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） ―

 特別償却準備金の積立（注） ―

 特別償却準備金の取崩（注） ―

 別途積立金の積立（注） ―

 剰余金の配当（注） △2,012

 役員賞与（注） △ 47

 中間純利益 5,512

 自己株式の取得 △ 19

 自己株式の処分 4

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△6,099 △6,099

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△6,099 △2,661

平成18年９月30日残高(百万円) 33,187 163,260
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
  

  

株主資本

資本金

資本 

剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

利益 

剰余金 

合計

配当
引当 
積立金

固定 

資産 

圧縮 

積立金

特別 

償却 

準備金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 2,638 363 37,400 17,732 67,612 △4,600 133,874

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 6,500 △6,500 ― ―

 剰余金の配当 △2,682 △2,682 △2,682

 中間純利益 7,700 7,700 7,700

 自己株式の取得 △68 △68

 自己株式の処分 △0 △0 2 2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― 6,500 △1,482 5,017 △65 4,951

平成19年９月30日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 2,638 363 43,900 16,250 72,629 △4,666 138,825

評価・ 
換算 
差額等

純資産 
合計

その他 

有価証券 

評価 

差額金

平成19年３月31日残高(百万円) 34,757 168,631

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △2,682

 中間純利益 7,700

 自己株式の取得 △68

 自己株式の処分 2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△3,031 △3,031

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△3,031 1,920

平成19年９月30日残高(百万円) 31,725 170,551
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本

資本金

資本 

剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

利益 

剰余金 

合計

配当
引当 
積立金

固定 

資産 

圧縮 

積立金

特別 

償却 

準備金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 3,015 276 32,400 15,130 60,300 △4,526 126,636

事業年度中の変動額

  固定資産圧縮積立金の取崩（注） △ 205 205 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 △ 171 171 ― ―

 特別償却準備金の積立（注） 216 △ 216 ― ―

 特別償却準備金の積立 51 △ 51 ― ―

 特別償却準備金の取崩（注） △ 76 76 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △ 104 104 ― ―

 別途積立金の積立（注） 5,000 △5,000 ― ―

 剰余金の配当（注） △2,012 △2,012 △2,012

 剰余金の配当 △1,341 △1,341 △1,341

 役員賞与（注） △ 47 △ 47 △ 47

 当期純利益 10,713 10,713 10,713

 自己株式の取得 △ 79 △ 79

 自己株式の処分 5 5

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― △ 376 86 5,000 2,601 7,311 △ 73 7,237

平成19年３月31日残高(百万円) 38,909 31,952 8,778 700 2,638 363 37,400 17,732 67,612 △4,600 133,874
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（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

評価・ 
換算 
差額等

純資産
合計

その他 

有価証券 

評価 

差額金

平成18年３月31日残高(百万円) 39,286 165,922

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―

 特別償却準備金の積立（注） ―

 特別償却準備金の積立 ―

 特別償却準備金の取崩（注） ―

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立（注） ―

 剰余金の配当（注） △2,012

 剰余金の配当 △1,341

 役員賞与（注） △ 47

 当期純利益 10,713

 自己株式の取得 △ 79

 自己株式の処分 5

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△4,529 △4,529

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△4,529 △2,708

平成19年３月31日残高(百万円) 34,757 168,631
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(１) 有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

同  左

１．資産の評価基準及び評価方法

(１) 有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

同  左

(ロ)その他有価証券

・時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定) 

(ロ)その他有価証券

・時価のあるもの

      

 

   同  左

 

(ロ)その他有価証券

・時価のあるもの

期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同  左

・時価のないもの

同  左

(２)デリバティブ

時価法

(２)デリバティブ

同  左

(２) デリバティブ

同  左

(３)たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び貯

蔵品の評価基準及び評価方法

は、移動平均法による原価法で

ある。

(３)たな卸資産

 

同  左

(３) たな卸資産

 

同  左

２．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

・建物及び尾道工場の

有形固定資産    定額法

・上記以外の

有形固定資産    定率法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。

・建物及び構築物 5年～50年

・機械装置及び

工具器具備品  2年～10年

２．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

 

 

 

同  左

２．固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産

 

 

 

同  左

 

 

 

 

  ――――――――  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ――――――――  

 

(会計方針の変更)

法人税法改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ている。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ277百万円減少

している。

(追加情報) 

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上している。これにより、営

業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は、それぞれ992百万円

減少している。

 
 
 
     ――――――――  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ――――――――  
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前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(２) 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間(5年)に基づく定額法

によっている。 

 

(２) 無形固定資産

 

 

同  左

(２) 無形固定資産

 

 

同  左

３．引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権に

対する貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。

３．引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

 

 

 

同  左

３．引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

 

 

 

同  左

(２) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見込額に基づく当

中間会計期間負担額を計上して

いる。

(２) 役員賞与引当金

    

     同  左

(２) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額に基づき計上している。

(３) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。

なお、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により処理してい

る。また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

している。

(３) 退職給付引当金

 

 

      

 

 

 

 

     同  左

 

(３) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。

なお、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により処理してい

る。また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

している。

(４) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上している。

 

 

 

 

 

 

   ――――――――  

 

(４) 役員退職慰労引当金 

 

  ――――――――  

 

(追加情報) 

平成19年６月28日開催の当社

定時株主総会において取締役及

び監査役に対する役員退職慰労

金制度を廃止し、退職慰労金の

打ち切り支給案が承認可決され

た。これにより、当中間会計期

間において「役員退職慰労引当

金」を全額取崩し、打ち切り支

給額の未払分については固定負

債の「その他」に含めて表示し

ている。

(４) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上している。

 

 

 

 

 

 

   ――――――――  
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前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理している。 

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

 

同  左

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理している。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

 

５．リース取引の処理方法

 

 

同  左 

 

 

 

５．リース取引の処理方法

 

 

同  左 

 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(１) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってい

る。なお、仮払消費税等と仮受

消費税等は相殺のうえ356百万円

は中間貸借対照表上、流動負債

「その他」に含めて表示してい

る。

(２) 

 

 

 

   ――――――――  

 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(１) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってい

る。なお、仮払消費税等と仮受

消費税等は相殺のうえ453百万円

は中間貸借対照表上、流動負債

「その他」に含めて表示してい

る。

(２) 中間会計期間に係る納付税額 

  及び法人税等調整額

当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当事

業年度において予定している圧

縮積立金及び特別償却準備金の

積立て及び取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額

を計算している。

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(１) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってい

る。 

 

 

 

 

(２) 

 

 

 

   ――――――――  
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（中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号)を適用して

いる。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益はそれ

ぞれ24百万円減少している。

 

 

 

  ―――――――― 

 
 
 
 
 

(役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用してい

る。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ53百万円減少している。

(貸借対照表の純資産の部の表示   

 に関する会計基準）

当中間会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業

会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に

相当する金額は、163,260百万円

である。 

 なお、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部

については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

いる。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ―――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(貸借対照表の純資産の部の表示   

 に関する会計基準）

当事業年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）

を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に

相当する金額は、168,631百万円

である。 

 なお、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則に

より作成している。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末 
(平成19年3月31日)

 

注（１）

※１担保資産

財団組成の

有形固定資産
56,872 百万円

 

注（１）

※１担保資産

財団組成の

有形固定資産
58,223 百万円

 

注（１）

※１担保資産

財団組成の

有形固定資産
58,613 百万円

上記は下記債務の担保に供してい

る。

上記は下記債務の担保に供してい

る。

上記は下記債務の担保に供してい

る。

 

長期借入金（一年内返済予定額を

含む） 5,185 百万円

その他（関係会社の借入金）

（3社） 11,926

計 17,111
 

長期借入金（一年内返済予定額を

含む） 3,632 百万円

その他（関係会社の借入金）

（3社） 8,813

計 12,445
 

長期借入金（一年内返済予定額を

含む） 4,277 百万円

その他（関係会社の借入金）

（3社） 10,919

計 15,197

※２有形固定資産の減価償却累計額 ※２有形固定資産の減価償却累計額 ※２有形固定資産の減価償却累計額

 
302,040 百万円

 
311,685 百万円

 
308,016 百万円

注（２）

下記関係会社の銀行借入等に対

する保証債務がある。

注（２）

下記関係会社の銀行借入等に対

する保証債務がある。

注（２）

下記関係会社その他の銀行借入

等に対する保証債務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマゴム・ファイナンス（株）

30,400 百万円

ヨコハマタイヤコ－ポレ－ション

9,536
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング

（タイ）

7,813
ヨコハマコ－ポレ－ションオブノ－スアメリカ

4,716

ヨコハマタイヤ フィリピン INC.

4,637

杭州横浜輪胎有限公司

1,996

ヨコハマタイヤ（カナダ）INC.

1,557

ＹＨアメリカ INC.

969

浜ゴム不動産（株）

260

山清(佛山)汽車部件有限公司

5
ヨコハマラバ－（タイランド）カンパニー LTD

2

計 61,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマゴム・ファイナンス（株）

28,810 百万円
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング

（タイ）

12,688

ヨコハマタイヤ フィリピン INC.

8,478
ヨコハマコ－ポレ－ションオブノ－スアメリカ

4,617

ヨコハマタイヤコーポレーション

3,911

ヨコハマタイヤ（カナダ）INC.

2,269

ＹＨアメリカ INC.

1,824

蘇州横浜輪胎有限公司

1,700

ヨコハマタイヤ ベトナム INC.

750

杭州横浜輪胎有限公司

165

浜ゴム不動産（株）

60

計 65,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマゴム・ファイナンス（株）

22,750 百万円
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング

      （タイ）

12,486

ヨコハマタイヤ フィリピン INC.

7,555

ヨコハマタイヤコ－ポレ－ション

5,093
ヨコハマコ－ポレ－ションオブノ－スアメリカ

4,722

ＹＨアメリカ INC.

2,413

杭州横浜輪胎有限公司

1,370

ヨコハマタイヤ ベトナム INC.

767

ヨコハマタイヤ（カナダ）INC.

575

浜ゴム不動産（株）

90

計 57,823

注（３）

売掛債権譲渡に伴う遡及義務額

は、622百万円である。

注（３）

  

  ―――――――― 

注（３）

   

  ―――――――― 
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前中間会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末 
(平成19年3月31日)

 

注（４）

 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形満期日をもって

決済処理している。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が中間

期末残高より除かれている。
  
受取手形

支払手形

固定資産購入支払手形

 217

1,295

 855

百万円

 

注（４）

 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形満期日をもって

決済処理している。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が中間

期末残高より除かれている。
  
受取手形

支払手形

固定資産購入支払手形

 110

1,287

 586

百万円

 

注（４）

期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形満期日をもって決

済処理している。  

 なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が中間期末残

高より除かれている。

受取手形

支払手形

固定資産購入支払手形

 248

1,387

 965

百万円
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(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

注（1）

※１営業外収益のうち主なもの

注（1）

※１営業外収益のうち主なもの

注（1）

※１営業外収益のうち主なもの

受取利息 18 百万円

受取配当金 1,193

受取利息 35 百万円

受取配当金 1,667

受取利息 44 百万円

受取配当金 1,757

 

※２営業外費用のうち主なもの

 

※２営業外費用のうち主なもの

 

※２営業外費用のうち主なもの

支払利息 260 百万円

社債利息 142

支払利息 423 百万円

社債利息 157

 

支払利息 640 百万円

社債利息 349

たな卸資産処分損 776

 

※３特別利益のうち主なもの

 

※３特別利益のうち主なもの

 

※３特別利益のうち主なもの

投資有価証券売却益 4,202 百万円 

 

投資有価証券売却益 145 百万円

 

投資有価証券売却益 6,424 百万円

 

※４特別損失のうち主なもの

 

※４特別損失のうち主なもの

 

※４特別損失のうち主なもの

固定資産廃棄売却損 295 百万円

主として機械装置、工具器具備

品の廃棄損である。

関係会社株式評価損 638

 

百万円 

 

固定資産廃棄売却損 240 百万円

主として機械装置、工具器具備

品の廃棄損である。

 
 

固定資産廃棄売却損 380 百万円

主として機械装置、工具器具備

品の廃棄損である。

関係会社株式評価損 698 百万円

注（2）
減価償却実施額

注（2）
減価償却実施額

注（2）
減価償却実施額

有形固定資産 6,328 百万円

無形固定資産 433

有形固定資産 7,528 百万円

無形固定資産 416

有形固定資産 13,533 百万円

無形固定資産 861
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買い取りによる増加36千株である。 

２ 減少株式数の内訳は、単元未満株式の買い増し請求による減少8千株である。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買い取りによる増加80千株である。 

２ 減少株式数の内訳は、単元未満株式の買い増し請求による減少3千株である。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要) 

１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買い取りによる増加124千株である。 

２ 減少株式数の内訳は、単元未満株式の買い増し請求による減少10千株である。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 7,142 36 8 7,171

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 7,257 80 3 7,334

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 7,142 124 10 7,257
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額（百万円)

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額（百万円)

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額（百万円)

取得価額 
相 当 額

減価償却 
累 計 額 
相 当 額

中間期末 
残  高 
相 当 額

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残  高
相 当 額

取得価額 
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械装置 2,356 837 1,518 機械装置      - - - 機械装置 - - -

その他の 
有  形 
固定資産

1,305 737 567
その他の
有  形
固定資産

1,714 758 956
その他の 
有  形 
固定資産

1,654 891 762

合  計 3,661 1,575 2,086 合  計 1,714 758 956 合  計 1,654 891 762

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定している。

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定し

ている。

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

一年内 

一年超

520 

1,565

百万円 

 

合 計 2,086

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

一年内 

一年超

398

558

百万円 

 

合 計 956

② 未経過リース料期末残高相当

額

一年内 

一年超

331 

431

百万円 

 

合 計 762

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

している。

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

している。

(注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み

法」により算定している。

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

306 

306

百万円 

 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

217

217

百万円 

 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 

減価償却費相当額

629

629

百万円 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

④ 減価償却費相当額の算定方法

 

同 左

④ 減価償却費相当額の算定方法

 

同 左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

60 

57

百万円

合 計 118

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

54

27

百万円

合 計 82

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年内 

一年超

42 

42

百万円

合 計 84
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(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはない。 

(重要な後発事象) 

 当該事項はない。 
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(2) 【その他】 

平成19年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

 (１)中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・2,011百万円 

 (２)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・6円 

 (３)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成19年11月30日 

 (注)平成19年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、 

  支払いを行う。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第131期(自 平成18年4月１日 至 平成19年3月31日)平成19年6月28日関東財務局長に提

出。 

(2) 訂正報告書（第131期有価証券報告書の訂正報告書） 

平成19年6月29日関東財務局長に提出。 

(3) 発行登録書(普通社債)及び添付書類 

平成19年5月10日関東財務局長に提出。 

(4) 発行登録書(新株予約権証券)及び添付書類 

平成19年5月10日関東財務局長に提出。 

(5) 訂正発行登録書(普通社債) 

平成19年5月11日、平成19年6月28日、平成19年6月29日関東財務局長に提出。 
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該当する事項はない。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月22日

横浜ゴム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている横浜ゴム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、横浜ゴム株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  種  本     勇  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  林     宏  ㊞

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務

諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月21日

横浜ゴム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている横浜ゴム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、横浜ゴム株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  種  本     勇  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  沼  田     徹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  林     宏  ㊞

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務

諸表に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月22日

横浜ゴム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている横浜ゴム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第131期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、横浜ゴム株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  種  本     勇  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  林     宏  ㊞

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表

に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月21日

横浜ゴム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている横浜ゴム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第132期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、横浜ゴム株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  種  本     勇  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  沼  田     徹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  林     宏  ㊞

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表

に添付する形で別途保管している。
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