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１．17 年 12 月期の連結業績（平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 
（１）連結経営成績    （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

    

 売 上 高 対前期 

増減率 

営 業 利 益 対前期 

増減率 

経 常 利 益 対前期 

増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17 年 12 月期 2,691,375 11.4 213,850 8.2  198,103 9.1

16 年 12 月期 2,416,685   4.9 197,697 7.9  181,593 8.5

 

      

当期純利益 対前期 

増減率 

１株当たり

当期純利益

 

潜在株式調整後

１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

株 主 資 本 
当期純利益率 

総  資  本

経常利益率

売  上  高

経常利益率

 百万円       ％    円  銭  円  銭      ％      ％       ％ 

17 年 12 月期 180,796  58.0 226  92 226  86 17.5  7.9 7.4 

16 年 12 月期 114,453  29.0  138  96  138  94 12.6  8.0 7.5 

（注）１．持分法投資損益 17 年 12 月期      2,137 百万円 16 年 12 月期     1,932 百万円 
２．期中平均株式数（連結）17 年 12 月期    793,347,864 株 16 年 12 月期   818,634,282 株 
３．会計処理の方法の変更    有 レ   無  

（２）連結財政状態 

 総  資  産 株  主  資  本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円            ％        円    銭 

17 年 12 月期 2,709,962 1,128,596 41.6 1,443   43 

16 年 12 月期 2,333,708   934,980 40.1 1,163   82 

（注）期末発行済株式数（連結）   17 年 12 月期 781,354,058 株  16 年 12 月期  802,775,502 株 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期  末  残  高 

 百万円 百万円  百万円 百万円

17 年 12 月期 148,982 △ 216,915 10,255 213,581 

16 年 12 月期 238,729 △ 179,916 △  94,142 263,726 

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 440 社    持分法適用非連結子会社数 ０社   持分法適用関連会社数 198 社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
     連結（新規） 23 社  （除外）  18 社         持分法（新規）  ３社  （除外）  ７社 

２．18 年 12 月期の連結業績予想（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

 売  上  高 営  業  利  益 経  常  利  益 当 期 純 利 益 

         百万円 百万円 百万円       百万円

18 年６月中間期 

18 年 12 月期   

1,390,000 

2,900,000 

70,000 

197,000 

 54,000 

163,000 

33,000 

100,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益 （通期）  127 円 98 銭 

※ 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有して

おります。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。なお、詳細については添付

資料(P.11)をご参照ください。 

上場取引所 東京、大阪、名古屋及び福岡 
本社所在都道府県 東京都 
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

 
平成17年12月31日現在 

 製品及びサービスの流れ 

（◎連結子会社 ○関連会社） 

タイヤ 536社 

製造・販売 
 
◎THAI BRIDGESTONE CO., LTD. 
◎P.T. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA 
◎台灣普利司通股有限公司 
◎BRIDGESTONE AUSTRALIA LTD. 
◎BRIDGESTONE AMERICAS HOLDING,INC. 
◎BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 
◎BRIDGESTONE SOUTH AFRICA HOLDINGS 
（PTY）LTD. 
◎普利司通（中国）投資有限公司 
○BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK 
SANAYI VE TICARET A.S. ほか 

販 売 
 
◎ブリヂストンタイヤ北海道販売㈱ 
◎ブリヂストンタイヤ東京販売㈱ 
◎ブリヂストンタイヤ中部販売㈱ 
◎ブリヂストンタイヤ大阪販売㈱ 
◎ブリヂストンタイヤ中国販売㈱ 
◎ブリヂストンタイヤ九州販売㈱ 
◎BRIDGESTONE EARTHMOVER TYRES PTY. LTD.

ほか

 自転車    18社 

 

 ◎ブリヂストンサイクル㈱ ほか 

 スポーツ用品   9社 

 

 ◎ブリヂストンスポーツ㈱  ほか 

 化工品   65社 

 

 ◎ブリヂストンエラステック㈱ ほか 

 その他   10社 

 

 ◎ブリヂストンファイナンス㈱ 
 ◎BRIDGESTONE FINANCE EUROPE B.V. ほか

当         社 

 原材料製造・販売 

 ◎旭カーボン㈱ ほか 
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２．経営方針 

［経営の基本方針］ 

 当社は「信頼と誇り」を精神的な支柱とし、従来からの社是「最高の品質で社会に貢献」の具現化

を使命とする企業理念「ブリヂストン信条」を掲げております。当社はこの「ブリヂストン信条」を

世界各地での事業経営の基本方針とし、良い品質は良い企業体質から生まれるという信念のもと、商

品、サービス、技術をはじめとして、あらゆる企業活動において、最高の品質を追求するとともに、

責任あるグローバル企業として、事業活動を行っている各国の社会文化や価値観の尊重、法律・規制

の遵守、地球環境保全や社会貢献活動などの実践につとめてまいります。 

［利益配分に関する基本方針］ 

 当社は経営にあたり株主の皆様の利益を重要な課題のひとつとして位置付けており、今後の事業展

開に備えた経営基盤の強化をはかりつつ、業績の向上につとめることを基本方針としています。配当

につきましては、安定した配当を継続的に実施することを基本に、当該期及び今後の業績・財政状態

等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待におこたえしてまいりたいと考えています。なお、内部

留保資金につきましては、国内外の生産・販売体制の整備・強化、研究開発活動等に充当し、長期安

定的な経営基盤の強化につとめるとともに、状況に応じ自己株式の取得にも使用してまいります。 

［投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等］ 

 当社は、個人株主の市場参加が株式市場の活性化につながるものとの理解に立ち、決算短信や会社

案内のホームページへの掲載、また営業報告書を簡潔でわかりやすい内容にするなどの対応を続けて

まいりました。投資単位の引下げにつきましては、その必要性・時期について、市場の動向を見なが

ら検討を重ねてまいりましたが、株価上昇による１単元の投資金額の高額化を踏まえ、個人を中心と

する株主層の拡大と当社株式の流動性のさらなる向上をはかるため、平成18年２月17日開催の取締役

会にて、平成18年５月１日より１単元の株式数を1,000株から100株に引下げることを決議いたしまし

た。 

［会社の経営戦略と対処すべき課題］ 

 自動車業界並びにタイヤ業界における一層のグローバル化の進展にともなう国内外の企業間競争激

化に加え、地球環境の保全やすべての人々の安全・健康への配慮に対する社会的要請の高まりなど、

当社を取り巻く環境は今後も大きく変化することが予想されます。 

 こうした中、当社は企業理念の精神である「信頼と誇り」のもと、永続的な成長を図るべく、価値

あるNo.1を達成し、誇れる会社になることを経営ビジョンとして定めております。経営ビジョンの３

つの基本方針、すなわち、質を伴った戦略性ある成長を目指すこと、環境変化をビジネスチャンスに

変えること、マネジメントのグローバル化を推進することを通じて、その実現を図ってまいります。

 まず、タイヤ部門においては、日本、米州、欧州の各極ならびに中国、その他海外地域のそれぞれ

が自立した経営基盤を築き、世界のタイヤ業界の中で価値あるNo.1を実現することに挑戦してまいり

ます。具体的には、日本においては、従来からの盤石な収益基盤を維持していくとともに、当社グル

ープ全体に対する戦略及び情報の発信機能を強化してまいります。米州においては、北米事業の収益

力強化を図るとともに、中南米事業の拡大を推進し、米州事業全体として自立した収益基盤を確立し

てまいります。欧州においては、着実に向上してきている収益基盤をさらに強化するとともに、事業

拡大により市場における位置づけを向上させてまいります。中国においては、市場の成長を捉えた事

業拡大を図るとともに、品質、商品、販売チャネル、広告宣伝等に関する総合的な施策展開により、
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存在感のあるブランドを確立し、その定着を図ってまいります。その他海外地域においても事業拡大

を継続し、特にアジアにおいて、確固たるNo.1の地位を築くことを目指してまいります。一方、多角

化部門においては、事業の絞込みを行うとともに、成長が見込まれる事業へ経営資源を集中投入し、

技術を核とした継続的な成長を目指します。これらを具体的な施策として着実に展開していくことに

より、経営ビジョンにおける当社の数値目標である平成22年度連結総資本利益率(ROA)６％(補完指

標：連結売上高32,000億円、連結純利益率５％以上)の達成を目指して取り組んでまいります。 

 さらに、企業理念を具現化し、企業としての社会的責任を果たすために、既に全世界のグループに

共通する方針として定めた、安全・防災活動、品質管理、コンプライアンス体制構築、環境活動、ブ

ランドマネージメント、人材育成などについて、これまで以上に取り組んでまいります。 

［コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況］ 

 当社は企業理念に掲げた使命である「最高の品質で社会に貢献」を具現化するため、コーポレー

ト・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、その取組みを行っております。 

 当社は執行役員制を採用しており、経営と執行の役割分担を明確にし、取締役及び取締役会がより

的確に業務執行の監督ができる体制にしております。現在の取締役数は10名であります。 

 当社は監査役制度を採用しております。現在の監査役数は５名で、そのうち３名が社外監査役であ

ります。監査役の石橋寬氏は当社発行済株式の3.25％を保有する株主であり、同氏が取締役社長であ

る(株)永坂産業、取締役会長である(株)アクシスとは営業取引があります。なお、取引条件は当社と

関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 

 なお、監査体制を一層充実すべく、平成18年３月30日開催予定の第87回定時株主総会におきまし

て、あらたに監査役１名の選任を議案として提出する予定であります。これにより、監査役は６名に

なる予定であります。 

 また、当社は、適法かつ適正な経営を行うために監査役監査、内部監査を実施するとともに、会計

監査を受けております。 

 監査役監査については、各監査役が監査役会で定めた監査方針のもと、取締役会をはじめとする重

要な会議への出席、業務状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、事業所への往査等、取締役の職務遂行

の監査を行っています。また、代表取締役との意見交換会、国内主要グループ会社の常勤監査役との

連絡会も実施しております。なお、監査役会を補佐する専任スタッフ組織として、平成18年１月に監

査役室を設置いたしました。 

 内部監査については、監査・関連会社部および各事業部門・主要グループ会社におかれた内部監査

担当部署が、会計並びに業務監査を実施しております。この内、監査・関連会社部は、年次監査計画

を立案し、各機能、事業部門並びに内外グループ会社への往査等の監査を行っております。なお、コ

ーポレート・ガバナンス体制強化を図るとともに、監査機能の独立性を高め、内外グループ会社の経

営状況に対する内部監査機能を一層充実すべく、平成18年１月に組織を再編、関連会社管理機能を切

り離して経営監査室とし、社長直轄の独立組織といたしました。現在所属人員は９名であり、今後も

増強していく予定であります。 

 会計監査については、監査法人トーマツが、監査役会と連携しながら、適正な監査を実施しており

ます。なお、当期の会計監査業務を執行した公認会計士は、滝口勝昭氏、林克次氏、市川育義氏の３

名であります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、会計士補７名であります。 

 当社は、社長が主宰し、取締役、監査役、執行役員、本部長の若干名により構成される経営会議を

設置しており、社則に定める特定の事項その他重要な事項について審議しております。 

 また、役員の人事・処遇に関して、役員人事・報酬委員会(取締役、監査役、執行役員、本部長の
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若干名により構成)を設けており、人事、報酬、退職慰労金その他の役員の処遇に関し、同委員会に

おける審議及び答申を経て、取締役会、監査役会または株主総会にて審議・決定しており、手続の透

明性と内容の客観性を確保いたしております。 

 当社は企業理念において「それぞれの地域の文化や倫理観に基づき、正しく行動」することを当社

の経営姿勢のひとつとして掲げており、法令遵守はもとより、企業倫理に則った行動の推進を図るた

め、コンプライアンス体制に関する基本方針に基づき、責任者たるチーフ・コンプライアンス・オフ

ィサー(以下CCOと略)の下に、専門部署や相談窓口を設置するなど体系的な仕組みを整備しておりま

す。 

 具体的には、CCO方針の展開のほか、「コンプライアンス行動ガイドライン」小冊子の作成・配布

や、各種教育研修などを通じ、社員一人ひとりのコンプライアンスの浸透に向けた活動を推進すると

ともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進状況を定期的にチェックし

ております。 

 個人情報保護については、「個人情報保護基本方針」を制定し、この方針に基づく個人情報保護管

理体制を整備するとともに、すべての従業員を対象に研修を行い、周知徹底を図っております。 

 リスク管理体制については、リスク管理管掌を設置し社長が兼務しております。リスク管理管掌の

下にはリスク管理委員会を設置しており、同委員会では、リスクを危機的な事態にまで発展させない

ように予防措置を講ずることはもとより、経営に重大な影響を与える事態が発生した場合の迅速なる

初期対応、事業を早急に継続させることを目的とした復旧計画策定などを推進しております。 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。 

 

平成18年１月１日現在 

 

 

株主総会

業務執行 

経営・監督 

取締役会 

取締役（10名） 

執行役員 

（取締役兼務執行役員含む） 

各事業部門・管理部門 

ＣＣＯ(チーフ・コンプライアンス・オフィサー） 

コンプライアンス委員会 

経営会議 

内部監査 

監査 

諮問・答申

役員人事・報酬委員会 

経営監査室 リスク管理委員会 

監査役室 

社長（兼 リスク管理管掌） 

（取締役兼務） 

監査役会 
監査役（５名） 

（社外監査役３名を含む） 
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 なお、当期の役員報酬等及び監査役報酬等の内容は次のとおりです。 

（1）役員報酬等の内容 

 ①取締役及び監査役に当期中に支払った報酬 

 取締役   12人  259百万円 

 監査役   ６人   85百万円 

 （注）上記の支給人員には、当期中に退任した取締役３名、監査役１名が含まれております。 

②取締役賞与金(平成17年３月30日開催の第86回定時株主総会決議) 

 取締役 141百万円 

③退任役員に対する慰労金(平成17年３月30日開催の第86回定時株主総会決議) 

 取締役 335百万円 

  監査役  16百万円 

（2）監査報酬等の内容 

 当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は以下のとおりです。 

監査契約に基づく監査証明に関する報酬  68百万円 

上記以外の報酬  31百万円 

 (注)上記の監査契約に基づく監査証明に係る報酬には、英文財務諸表の監査証明に係る報酬等

を含んでおります。 

[親会社等に関する事項] 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

［当期の概況］ 

(1）経営成績 

① 業績全般 

 当期の当社グループを取り巻く環境は、世界的に原油などの素材価格の高騰が続いたものの、国内において

は、企業収益の改善が見られ個人消費や設備投資も増加するなど、景気は緩やかな回復が続きました。海外にお

いては、米国では、８月後半から９月にかけて発生したハリケーンの影響が一部に見られましたが、個人消費や

設備投資の増加が続くなど、景気は総じて順調に推移し、欧州では、緩やかながら景気回復の動きが見られまし

た。また、アジアでは、中国をはじめとする各地で景気の拡大が続きました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、魅力ある新商品の発売や、グローバルでの拡販施策の展開、生産

能力の増強を行うとともに、生産性の向上、物流の効率化、技術優位性の強化などにグループをあげて一層の努

力を続けてまいりました。 

 この結果、売上高は、26,913億円(前期比11％増)、営業利益は2,138億円(前期比８％増)、経常利益は1,981億

円(前期比９％増)となり、当期純利益については、当社及び一部の国内連結子会社が加入するブリヂストン厚生

年金基金の代行部分の返上による特別利益785億円の計上などがあり1,807億円(前期比58％増)となりました。 

 なお、当期においては、米州事業における北米タイヤ製造・卸売事業子会社であるブリヂストン ファイアス

トン ノースアメリカン タイヤ・エルエルシーが平成12年８月に実施したタイヤ自主回収及びフォード社が平成

13年５月に行ったタイヤ交換プログラムに関連する費用精算を含む事項等について、フォード社と締結した和解

契約に基づく支払額240百万米ドル(265億円)を特別損失として計上しております。 

 また、米州事業の業績が回復したことから、過去に計上してきた繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩

しを行い、これに伴う税効果利益409億円を法人税等調整額に含めております。 

 当期 前期 
増減 

金額 伸長率 

 億円 億円 億円 ％ 

売上高 ２６,９１３ ２４,１６６ ＋２,７４６ ＋１１ 

営業利益  ２,１３８ １,９７６ ＋１６１ ＋８ 

経常利益 １,９８１ １,８１５ ＋１６５ ＋９ 

当期純利益 １,８０７ １,１４４ ＋６６３ ＋５８ 
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② セグメント別業績 

（注）セグメント別の金額はセグメント間の取引を含んでおり、連結合計の金額はそれらを消去した後の数値で

あります。 

(a）事業の種類別 

 タイヤ部門では、国内外市場において魅力ある新商品の投入や拡販施策の展開、商品ミックスの向上につとめ

ました。その結果、海外を中心とするタイヤ需要の増加もあり、売上高は21,567億円(前期比12％増)となり、原

材料価格高騰の影響もありましたが、営業利益は1,679億円(前期比５％増)となりました。 

 多角化部門では、米国の建材事業が大幅に業績を伸ばし、日本の事務機器用精密部品も大幅に増加しました。

その結果、売上高は5,647億円(前期比10％増)、営業利益は458億円(前期比26％増)となりました。 

(b）所在地別 

 日本では、タイヤ部門においては、国内市場向けのタイヤ販売本数は、冬タイヤの増販など前年を上回る水準

で堅調に推移し、輸出用タイヤの販売本数も、前年を上回り好調に推移しました。また、多角化部門において

は、事務機器用精密部品が大幅に増加するなど、総じて前年を上回る業績を確保しました。その結果、売上高は

11,623億円(前期比９％増)となり、原材料価格高騰の影響もありましたが、営業利益は1,383億円(前期比５％

増)となりました。 

  当期 前期 
増減 

金額 伸長率 

タイヤ部門 

 億円 億円 億円 ％ 

売上高 ２１,５６７ １９,３１８ ＋２,２４９ ＋１２ 

営業利益 １,６７９ １,６０２ ＋７６ ＋５ 

多角化部門 
売上高 ５,６４７ ５,１２７ ＋５１９ ＋１０ 

営業利益 ４５８ ３６４ ＋９３ ＋２６ 

連結 合計 
売上高 ２６,９１３ ２４,１６６ ＋２,７４６ ＋１１ 

営業利益 ２,１３８ １,９７６ ＋１６１ ＋８ 

  当期 前期 
増減 

金額 伸長率 

日本 

 億円 億円 億円 ％ 

売上高 １１,６２３ １０,６８８ ＋９３４ ＋９ 

営業利益 １,３８３ １,３１１  ＋７１  ＋５ 

米州 
売上高 １１,５７９ １０,１８９  ＋１,３９０ ＋１４ 

営業利益 ３８９ ２６６ ＋１２３ ＋４６ 

欧州 
売上高 ３,６６９ ３,２５５ ＋４１３  ＋１３ 

営業利益  １９６ ２２０  △２３  △１１ 

その他 
売上高  ４,９７９ ４,０５３  ＋９２５  ＋２３ 

営業利益  ２１０ １７６ ＋３４ ＋１９ 

連結 合計 
売上高  ２６,９１３ ２４,１６６  ＋２,７４６  ＋１１ 

営業利益  ２,１３８ １,９７６  ＋１６１  ＋８ 
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 米州では、北米タイヤ事業における乗用車及び小型バン用タイヤの販売本数は、新車用は前年を下回ったもの

の市販用は前年を上回り、堅調に推移し、トラック・バス用タイヤの販売本数は、新車用を中心に順調に推移し

ました。また、多角化事業や中南米事業も前年を上回る業績を確保した結果、売上高は11,579億円(前期比14％

増)となり、原材料価格高騰の影響もありましたが、営業利益は389億円(前期比46％増)となりました。 

 欧州では、乗用車及び小型バン用タイヤの販売本数は、新車用、市販用ともに前年を上回り好調に推移し、ト

ラック・バス用タイヤの販売本数は、新車用を中心に順調に推移しました。その結果、売上高は3,669億円(前期

比13％増)となりましたが、原材料価格高騰の影響が大きく、営業利益は196億円(前期比11％減)となりました。

 その他地域では、積極的な拡販につとめた結果、売上高は4,979億円(前期比23％増)となり、原材料価格高騰

などの影響もありましたが、営業利益は210億円(前期比19％増)となりました。 

(2）配当金 

 当期の配当につきましては、期末配当金は１株につき普通配当14円とし、中間配当金10円とあわせ年間24円とさ

せていただく予定であります。 

(3）財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 

 当期における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で501億円減少(前期は345億円の減

少)し、当期末には2,135億円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金収支は、1,489億円の収入(前期比897億円の収入減)となりました。これは、退職給付引当

金の減少額1,008億円(前期は124億円の増加)や、たな卸資産の増加額574億円(前期は219億円の増加)、法人税等

の支払額685億円(前期は278億円)などがあったものの、税金等調整前当期純利益2,445億円(前期は1,808億円)

や、減価償却費1,276億円(前期は1,114億円)、仕入債務の増加額479億円(前期は174億円の増加)などがあったこ

とによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金収支は、2,169億円の支出(前期比369億円の支出増)となりました。これは、設備投資など

の有形固定資産の取得による支出1,964億円(前期は1,795億円)などによるものです。 

  当期 前期 
増減 

金額 

  億円 億円 億円 

営業活動によるキャッシュ・フロー １,４８９ ２,３８７ △８９７ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △２,１６９ △１,７９９ △３６９ 

財務活動によるキャッシュ・フロー １０２ △９４１ ＋１,０４３ 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ７５ ７ ＋６７ 

現金及び現金同等物の増減額 △５０１ △３４５ △１５６ 

現金及び現金同等物の 
期首残高 ２,６３７ ２,９８２ △３４５ 

期末残高 ２,１３５ ２,６３７ △５０１ 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金収支は、102億円の収入(前期は941億円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済

による支出908億円(前期は778億円)や自己株式の取得による支出469億円(前期は679億円)などがあったものの、

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額1,231億円(前期は63億円の減少)や社債の発行による収入289

億円(前期は245億円)などがあったことによるものです。 

② キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 （注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。 

 
平成15年 

12月期 

平成16年 

12月期 

平成17年 

12月期 

株主資本比率（％） ４０.０ ４０.１ ４１.６ 

時価ベースの株主資本比率（％） ５４.５ ７０.２ ７０.８ 

債務償還年数（年） １.９ ２.０ ３.９ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ２０.０ ２１.０ １０.１ 
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［次期の見通し］ 

 次期の見通しにつきましては、世界経済は着実に回復し、順調に推移するものと見込んでおりますが、当社グループ

を取り巻く環境は、海外を中心とする旺盛なタイヤ需要はあるものの、天然ゴムや原油など素材価格の上昇による原材

料価格の一段の高騰が見込まれるなど厳しいものと予想されます。 

 日本では、国内市場向けのタイヤの販売本数は、前年並と見込んでおり、輸出用タイヤの販売本数については、引き

続き増加するものと見込んでおります。 

 米州では、タイヤ需要は順調とみており、乗用車及び小型バン用タイヤ、トラック・バス用タイヤいずれについて

も、販売本数は増加するものと見込んでおります。 

 欧州では、タイヤ需要は前年並とみておりますが、乗用車及び小型バン用タイヤ、トラック・バス用タイヤいずれに

ついても、販売本数は増加するものと見込んでおります。 

 当社グループ全体の業績としては、以下のとおり見込んでおります。 

（注１）為替レートは、中間期または年間の平均レートの見通しであります。 

（注２）当期実績には、ブリヂストン厚生年金基金の代行部分の返上等による特別利益合計828億円、フォード社と

締結した和解契約に基づく支払等による特別損失合計363億円、及び繰延税金資産に対する評価性引当金の

取崩しに伴う税効果利益409億円が含まれております。これらの影響を除くと、次期の中間純利益について

は、前年同期対比68％の減少が42％の減少に、年間純利益については、前期対比45％の減少が13％の減少に

なるものと見込んでおります。 

 配当につきましては、中間配当金、期末配当金ともに、１株につき12円、年間で１株につき24円を予定しておりま

す。 

・見通しに関する注意事項 

 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性

を有しております。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して、大きく異なる可能性もあります。 

   次期見通し 当期実績 
増減 

金額 伸長率 

中間期 

  億円 億円 億円 ％ 

売上高 １３,９００ １２,５６２ ＋１,３３７ ＋１１ 

営業利益 ７００ ９２０ △２２０ △２４ 

経常利益 ５４０ ８８６ △３４６ △３９ 

当期純利益 ３３０ １,０１７ △６８７ △６８ 

年間 

     

売上高 ２９,０００ ２６,９１３ ＋２,０８６ ＋８ 

営業利益 １,９７０ ２,１３８ △１６８ △８ 

経常利益 １,６３０ １,９８１ △３５１ △１８ 

当期純利益 １,０００ １,８０７ △８０７ △４５ 

為替 

レート 

中間期 

平均 

１米ドル当たり １１０円 １０６円 

－

＋４ 

１ユーロ当たり １３５円 １３６円 △１ 

年間 

平均 

１米ドル当たり １１０円 １１０円 － 

１ユーロ当たり １３５円 １３７円 △１ 
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４．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

    
平成16年12月期 

（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 

（平成17年12月31日） 
増減 

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) 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産 注２        

１ 現金及び預金    252,796   199,008  △53,788 

２ 受取手形及び売掛金 注６  460,534   531,174  70,640 

３ 有価証券    5,305   5,000  △305 

４ たな卸資産    373,419   464,972  91,553 

５ 繰延税金資産    58,140   49,698  △8,442 

６ その他 注６  59,138   82,012  22,874 

貸倒引当金    △15,736   △16,232  △496 

流動資産合計    1,193,598 51.1  1,315,633 48.5 122,035 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 注１ 
注２ 

       

(1）建物及び構築物    229,164   255,278  26,114 

(2）機械装置及び運搬具    273,380   331,828  58,448 

(3）土地    124,042   133,250  9,208 

(4）建設仮勘定    67,047   89,785  22,738 

(5）その他    49,974   58,233  8,259 

有形固定資産合計    743,609 31.9  868,376 32.1 124,767 

２ 無形固定資産          

(1）諸権利 注３  9,441   17,139  7,698 

無形固定資産合計    9,441 0.4  17,139 0.6 7,698 

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券 注４  230,210   304,739  74,529 

(2）長期貸付金    17,793   16,815  △978 

(3）繰延税金資産    85,116   138,084  52,968 

(4）その他    54,737   49,835  △4,902 

貸倒引当金    △798   △663  135 

投資その他の資産合計    387,058 16.6  508,812 18.8 121,754 

固定資産合計    1,140,109 48.9  1,394,328 51.5 254,219 

資産合計    2,333,708 100.0  2,709,962 100.0 376,254 
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平成16年12月期 

（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 

（平成17年12月31日） 
増減 

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) 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金 注６  170,732   206,977  36,245 

２ 短期借入金    161,945   210,628  48,683 

３ コマーシャル・ペーパー    1,409   11,770  10,361 

４ 一年内に償還する社債    8,351   6,000  △2,351 

５ 未払法人税等    43,690   35,082  △8,608 

６ 繰延税金負債    1,262   2,000  738 

７ 製品自主回収関連引当金    8,097   6,276  △1,821 

８ 未払金 注６  125,266   156,377  31,111 

９ 未払費用    156,804   177,965  21,161 

１０ その他 注６  37,433   42,694  5,261 

流動負債合計    714,992 30.6  855,773 31.6 140,781 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債    133,146   147,001  13,855 

２ 長期借入金    174,721   204,340  29,619 

３ 繰延税金負債    18,525   72,566  54,041 

４ 退職給付引当金    279,734   194,619  △85,115 

５ 製品保証引当金    16,072   18,284  2,212 

６ 環境対策引当金    －   5,886  5,886 

７ その他    29,131   47,960  18,829 

固定負債合計    651,332 27.9  690,659 25.5 39,327 

負債合計    1,366,324 58.5  1,546,433 57.1 180,109 

           

（少数株主持分）          

少数株主持分    32,402 1.4  34,932 1.3 2,530 

           

（資本の部）          

Ⅰ 資本金    126,354 5.4  126,354 4.7 － 

Ⅱ 資本剰余金    122,078 5.2  122,078 4.5 － 

Ⅲ 利益剰余金    837,764 35.9  935,823 34.5 98,059 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    102,612 4.4  144,186 5.3 41,574 

Ⅴ 為替換算調整勘定    △152,300 △6.4  △102,038 △3.8 50,262 

Ⅵ 自己株式 注５  △101,528 △4.4  △97,808 △3.6 3,720 

資本合計    934,980 40.1  1,128,596 41.6 193,616 

負債、少数株主持分  
及び資本合計 

   2,333,708 100.0  2,709,962 100.0 376,254 
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（２）連結損益計算書 

    

平成16年12月期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

増減 

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    2,416,685 100.0  2,691,375 100.0 274,690 － 

Ⅱ 売上原価    1,533,251 63.4  1,751,940 65.1 218,689 1.7 

売上総利益    883,434 36.6  939,435 34.9 56,001 △1.7 

Ⅲ 販売費及び   
一般管理費 

          

１ 製品運賃   123,954   138,781     

２ 広告・販売  
促進費 

  97,141   102,539     

３ 給与手当   168,355   179,267     

４ 退職給付費用   11,829   12,329     

５ 減価償却費   15,651   16,393     

６ 研究開発費 注１ 72,898   79,415     

７ その他   195,906 685,737 28.4 196,857 725,584 27.0 39,847 △1.4 

営業利益    197,697 8.2  213,850 7.9 16,153 △0.3 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   3,147   3,610     

２ 受取配当金   1,788   2,419     

３ 雑収入   14,806 19,742 0.8 16,671 22,700 0.9 2,958 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   11,330   15,226     

２ 為替損失   1,656   2,588     

３ 雑損失   22,857 35,845 1.5 20,632 38,447 1.4 2,602 △0.1 

経常利益    181,593 7.5  198,103 7.4 16,510 △0.1 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 注２ 2,522   4,318     

２  厚生年金基金 
代行部分返上益 

  － 2,522 0.1 78,572 82,890 3.1 80,368 3.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産減損 
損失 

注３ －   4,009     

２ 製品自主回収  
関連損失 

注４ 3,240   26,503     

３ 環境対策引当金 
繰入額 

  － 3,240 0.1 5,886 36,399 1.4 33,159 1.3 

税金等調整前 
当期純利益 

   180,876 7.5  244,594 9.1 63,718 1.6 

法人税、住民税
及び事業税 

  60,359   58,465     

法人税等調整額   2,459 62,818 2.6 1,793 60,259 2.3 △2,559 △0.3 

少数株主利益    3,605 0.2  3,539 0.1 △66 △0.1 

当期純利益    114,453 4.7  180,796 6.7 66,343 2.0 
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（３）連結剰余金計算書 

    

平成16年12月期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
(百万円) 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高    122,079  122,078 △1 

Ⅱ 資本剰余金増加高    －  － － 

Ⅲ 資本剰余金減少高        

１ 自己株式処分差損   0 0 － － △0 

Ⅳ 資本剰余金期末残高    122,078  122,078 － 

         

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    740,187  837,764 97,577 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 当期純利益   114,453  180,796   

２ 在外会社固定資産評価替
による増加  

  － 114,453 4,317 185,114 70,661 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金   13,260  16,772   

２ 役員賞与   645  699   

３ 自己株式消却額   －  50,494   

４ 在外会社退職給付債務 
繰入額  

  2,966  19,052   

５ 自己株式処分差損   3 16,875 37 87,055 70,180 

Ⅳ 利益剰余金期末残高    837,764  935,823 98,059 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
平成16年12月期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日)

平成17年12月期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

増減

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  
税金等調整前当期純利益 180,876 244,594 63,718

減価償却費 111,490 127,608 16,118

退職給付引当金の増減額（減少：△） 12,452 △100,838 △113,290

受取利息及び配当金 △4,936 △6,029 △1,093

支払利息 11,330 15,226 3,896

為替差損益（差益：△） 226 － △226

固定資産売却益 △2,522 △4,318 △1,796

投資有価証券売却益 △102 － 102

固定資産減損損失 － 4,009 4,009

製品自主回収関連損失 3,240 26,503 23,263

環境対策引当金繰入額 － 5,886 5,886

売上債権の増減額（増加：△） △39,872 △47,234 △7,362

たな卸資産の増減額（増加：△） △21,991 △57,481 △35,490

仕入債務の増減額（減少：△） 17,460 47,942 30,482

役員賞与の支払額 △645 △699 △54
その他 13,231 285 △12,946

小計 280,239 255,455 △24,784

利息及び配当金の受取額 5,624 6,057 433
利息の支払額 △11,356 △14,739 △3,383

製品自主回収関連支払額 △6,370 △29,213 △22,843

火災関連支払額 △1,567 － 1,567
法人税等の支払額 △27,838 △68,577 △40,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,729 148,982 △89,747

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △179,565 △196,494 △16,929

有形固定資産の売却による収入 6,482 7,699 1,217

無形固定資産の取得による支出 △676 △1,294 △618

投資有価証券の取得による支出 △15,737 △20,471 △4,734

投資有価証券の売却による収入 5,773 － △5,773

貸付けによる支出 △2,259 △3,061 △802

貸付金の回収による収入 5,303 3,030 △2,273
その他 762 △6,324 △7,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,916 △216,915 △36,999

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 
の純増減額（減少：△） 

△6,329 123,122 129,451

長期借入れによる収入 69,127 35,230 △33,897

長期借入金の返済による支出 △77,899 △90,805 △12,906

社債の発行による収入 24,505 28,977 4,472

社債の償還による支出 △23,940 △17,920 6,020

自己株式の取得による支出 △67,934 △46,966 20,968

セール・アンド・リースバックによる収入 15,815 6,681 △9,134
セール・アンド・リースバック資産の   
買戻しによる支出 

△5,911 △2,904 3,007

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,076 △7,643 △1,567

配当金の支払額 △13,258 △16,772 △3,514

少数株主への配当金の支払額 △2,783 － 2,783
その他 541 △743 △1,284

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,142 10,255 104,397

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 791 7,531 6,740

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △34,538 △50,145 △15,607

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 298,264 263,726 △34,538

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 263,726 213,581 △50,145
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数           440社 

連結子会社は、「１．企業集団の状況」に記載しております。 

連結子会社数の増減は、次のとおりであります。 

（増加）23社（設立による増加ほか） 

（減少）18社（合併による消滅ほか） 

(2)非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用関連会社の数       198社 

持分法適用関連会社は、「１．企業集団の状況」に記載しております。 

持分法適用会社数の増減は、次のとおりであります。 

（増加）３社（設立による増加ほか） 

（減少）７社（清算による消滅ほか） 

(2)適用外の非連結子会社及び関連会社はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、ブリヂストン・リーガ㈱の決算日は10月31日であります。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おります。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本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 … 主として移動平均法による原価法 

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法 

 原則として時価法によっております。 

(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 主として、移動平均法による原価法によっております。但し、米州事業においては後入先出法による低価法に

よっております。 

(4)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産については、国内会社は定率法、在外会社は定額法によっております。 

 無形固定資産については定額法によっております。 

(5)引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の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、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。 

② 製品自主回収関連引当金 

 米州事業においては、製品自主回収に関する直接回収費用及び関連する訴訟費用について、当連結会計年度

末において必要と認めた合理的な損失見積額から、製造物責任保険による填補金見込額を控除して計上してお

ります。 
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③ 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

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、10年の定額法で費用処理しております。 

 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等に基づく一定年数（国内会社は10年、在外会社

は３～12年）の定額法で費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、国内会社は各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定年数

（10年）の定額法で、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。また、在外会社の一部は、期首の数

理計算上の差異の未認識額が、退職給付債務と年金資産のうちいずれか大きい額の10％を超過する場合に、従

業員の平均残存勤務期間等に基づく一定年数（７～12年）の定額法で費用処理することとしております。 

 さらに、米州の一部連結子会社においては、年金以外の退職後給付費用についてその総額を見積り、従業員

の役務提供期間等を基礎として配分しております。 

（追加情報） 

 当社及び一部の国内連結子会社が加入するブリヂストン厚生年金基金は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、平成17年４月に企業年金基金へ移行し、同年７月に厚生年金基金の代行部分の過去分の返上を行いまし

た。当該事象による当連結会計年度の連結損益への影響額78,572百万円を特別利益として計上しております。

 また、同年４月に退職一時金制度等について確定拠出年金制度及び前払退職金制度へ移行したことに伴い、

「退職給付制度間等の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。当該

移行による当連結会計年度の連結損益への影響額495百万円を営業外収益に含め計上しております。 

④ 製品保証引当金 

 販売した製品のアフターサービスなどによる費用支出に備えるため、過去の実績をもとに発生額を見積り計

上しております。 

      ⑤ 環境対策引当金 

  建物及び設備等に使用されているアスベスト及びポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去、処分等に関する支出

に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。 

  

(6)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おり

ます。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結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、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

(7)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

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(8)ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。なお、在外会社の一部は繰延ヘッ

ジ処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約  外貨建金銭債権債務

通貨スワップ 借入金及び社債 

金利スワップ 借入金 
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③ ヘッジ方針 

 為替予約取引に関しては実需の範囲内での利用としており、通貨スワップ取引はヘッジ対象の外貨建債務の

元本金額及び期間と一致させて利用しております。また、金利スワップ取引は借入金額の範囲内での利用とし

ており、全てのデリバティブ取引において、投機的な取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累積または相場変動と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累積または相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、

振当処理及び特例処理によっているものについては、有効性評価を省略しております。 

(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、重要なもののみ５年間の均等償却を行っております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいております。 

８．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っております。 

 会計方針の変更 

  

 １．固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに

伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。その結果、従来の方法によった場合に

比べ、税金等調整前当期純利益は3,041百万円減少しております。 

 なお、当社グループは、内部管理上の事業の区分により資産をグルーピングすることを方針としております。 

  

 ２．期末日満期手形等の会計処理 

 期末日満期手形等の会計処理は、金融機関が休日である満期日に決済が行われたものとして処理しておりました

が、親子会社間の会計処理の統一を目的として、当連結会計年度より実際の決済日に処理する方法に変更しており

ます。その結果、期末残高が増加している主な科目及びその増加額は次のとおりであります。 

 受取手形及び売掛金       12,324百万円 

 支払手形及び買掛金       14,649 

 未払金              9,416 
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追加情報 

タイヤ自主回収に関する事項 

 米州事業を統括するBRIDGESTONE AMERICAS HOLDING, INC.とその傘下の事業会社(以下総称してＢＳＡ)においては、

主として製品自主回収(平成13年８月終了)の対象タイヤに関連して発生した訴訟等の事象に対処しております。 

 フォード社は、その車両に装着された一部のファイアストンブランドタイヤの無料交換(以下、交換プログラム)を平

成14年３月に終えたと発表しております。 

 平成12年８月の自主回収以降、ＢＳＡとフォード社は自主回収及び交換プログラムについて協議してきましたが、平

成17年10月、両社は自主回収と交換プログラムに関連するあらゆる事項等についての和解契約を締結し、この和解契約

に基づきＢＳＡは240百万米ドル（265億円）をフォード社に支払いました。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

注№ 摘要 
平成16年12月期 

（平成16年12月31日） 
平成17年12月期 

（平成17年12月31日） 

１ 有形固定資産に対する 

減価償却累計額 

  1,336,684百万円   1,463,080百万円

    

２ 担保に供している資産 

（上記に対応する債務） 

  27,398百万円

（短期借入金 3,259 

長期借入金 2,649） 

  37,122百万円

（短期借入金 4,391 

長期借入金 2,472） 

    

３ 連結調整勘定  諸権利は連結調整勘定を含み、その金

額は次のとおりであります。 

 諸権利は連結調整勘定を含み、その金

額は次のとおりであります。 

      4,372百万円   5,608百万円

    

４ 非連結子会社及び関連 

会社に対する資産・負債 

投資有価証券 16,916百万円 投資有価証券 19,855百万円

    

５ 自己株式 普通株式 60,326,819株 普通株式 51,748,263株

    

６ 連結会計年度末日満期 

手形等の会計処理 

 当連結会計年度末日は金融機関が休日

でありますが、連結会計年度末日満期手

形等（連結会計年度末日に自動決済され

る売掛金、買掛金等の債権、債務を含

む）については満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。 

 これにより当連結会計年度末残高から

除かれている金額は次のとおりでありま

す。 

      ────── 

    受取手形及び売掛金 9,905百万円

流動資産その他 

（未収入金） 
25 

支払手形及び買掛金 11,625 

未払金 8,500 

流動負債その他 

（設備支払手形） 
316 

 

    

＊１ 保証債務     

  従業員の銀行借入金ほか

に対する保証額 

  686百万円   672百万円

    

＊２ 輸出手形（信用状なし）

割引高 

  6,880百万円   8,472百万円
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（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

注№ 摘要 
平成16年12月期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 研究開発費の総額 一般管理費 72,898百万円 一般管理費 79,415百万円

          

２ 固定資産売却益  主として土地の売却益であります。  主として土地の売却益であります。 

        

３ 固定資産減損損失            ──────   主として、化工品事業の一部におい

て、市場競争激化による販売価格低下

並びに原材料価格高騰等により業績が

悪化したこと、タイヤ事業の一部にお

いて、資産の市場価格が著しく低下し

たことによるものであります。 

        

４ 製品自主回収関連損失  平成16年２月に発表した、米州事業

における製品の安全キャンペーンに要

するタイヤ交換費用を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度末において

必要と認めた合理的な見積額を含んで

おります。 

 米州事業において平成12年８月に実

施したタイヤ自主回収及びフォード社

が平成13年５月に行ったタイヤ交換プ

ログラムに関連する費用精算を含む事

項について、フォード社と締結した和

解契約に基づく支払額240百万米ドル

(265億円)を計上しております。 

    

摘要 
平成16年12月期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

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16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 

有価証券勘定 

流動資産その他    

（金銭の信託） 

計 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金、債券等 

現金及び現金同等物 

 252,796 百万円  

 5,305   

 
10,000   

 268,101   

 △4,375   

 263,726   

 199,008 百万円  

 5,000   

 
10,000   

 214,009   

 △427   

 213,581   
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（リース取引関係） 

摘要 
平成16年12月期 

（平成16年12月31日） 
平成17年12月期 

（平成17年12月31日） 

オペレーティング・リース 

取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 28,177百万円 

１年超 160,004  

合計 188,181  

１年内 30,876百万円 

１年超 176,363  

合計 207,239  
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５．セグメント情報 

(1）事業の種類別セグメント情報 

平成16年12月期（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称等 

タイヤ……タイヤ・チューブ、タイヤ関連用品、自動車整備・補修ほか 

多角化……化工品、スポーツ用品、自転車ほか 

 
タイヤ 
（百万円） 

多角化 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 1,927,989 488,696 2,416,685 ― 2,416,685 

(2）セグメント間の内部  

売上高又は振替高 
3,838 24,083 27,921 (27,921) ― 

計 1,931,827 512,779 2,444,607 (27,921) 2,416,685 

営業費用 1,771,535 476,286 2,247,822 (28,833) 2,218,988 

営業利益 160,291 36,493 196,785 911 197,697 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

資産 1,945,245 397,075 2,342,321 (8,613) 2,333,708 

減価償却費 94,581 16,909 111,490 ― 111,490 

資本的支出 170,222 22,186 192,409 ― 192,409 

 
タイヤ 
（百万円） 

多角化 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 2,152,949 538,426 2,691,375 ― 2,691,375 

(2）セグメント間の内部  

売上高又は振替高 
3,838 26,341 30,179 (30,179) ― 

計 2,156,787 564,767 2,721,555 (30,179) 2,691,375 

営業費用 1,988,875 518,890 2,507,766 (30,241) 2,477,525 

営業利益 167,911 45,876 213,788 61 213,850 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
          

資産 2,285,669 434,182 2,719,851 (9,889) 2,709,962 

減価償却費 109,483 18,125 127,608 ― 127,608 

減損損失 2,966 1,043 4,009 ― 4,009 

資本的支出 183,120 25,229 208,350 ― 208,350 
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(2）所在地別セグメント情報 

平成16年12月期（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

米州………アメリカ、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、ブラジルほか 

欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペインほか 

その他……アジア、大洋州、アフリカほか 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
欧州 

（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）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
814,625 1,013,519 321,695 266,844 2,416,685 ― 2,416,685 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
254,237 5,418 3,900 138,538 402,095 (402,095) ― 

計 1,068,862 1,018,938 325,596 405,382 2,818,780 (402,095) 2,416,685 

営業費用 937,743 992,280 303,579 387,718 2,621,320 (402,332) 2,218,988 

営業利益 131,119 26,658 22,017 17,664 197,459 237 197,697 

Ⅱ 資産 1,249,822 633,153 323,717 285,543 2,492,235 (158,527) 2,333,708 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
欧州 

（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）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する  

売上高 
858,478 1,151,512 363,131 318,253 2,691,375 ― 2,691,375 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
303,856 6,446 3,819 179,689 493,811 (493,811) ― 

計 1,162,334 1,157,958 366,950 497,942 3,185,187 (493,811) 2,691,375 

営業費用 1,024,027 1,118,993 347,327 476,852 2,967,200 (489,675) 2,477,525 

営業利益 138,307 38,964 19,623 21,090 217,986 (4,136) 213,850 

Ⅱ 資産 1,338,435 820,285 366,252 370,933 2,895,906 (185,944) 2,709,962 
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(3）海外売上高 

平成16年12月期（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

米州………アメリカ、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、ブラジルほか 

欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペインほか 

その他……アジア、大洋州、中近東、アフリカほか 

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ります。 

 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,007,407 329,423 363,767 1,700,599 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 2,416,685 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
41.7 13.6 15.1 70.4 

 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,145,913 371,393 427,975 1,945,283 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ― ―  2,691,375 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
42.6 13.8 15.9 72.3 
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６．有価証券関係 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

(2）前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

(3）時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(4）その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 区分 

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

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）

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）

連結貸借

対照表計

上額が取

得原価を

超えるも

の 

(1）株式 46,016 204,593 158,576 46,002 275,696 229,694 

(2）債券             

① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

② 社債 3,000 3,036 36 3,000 3,027 27 

③ その他 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 49,016 207,629 158,612 49,002 278,723 229,721 

連結貸借

対照表計

上額が取

得原価を

超えない

もの 

(1）株式 645 598 △46 631 608 △22 

(2）債券             

① 国債・地方債等 360 304 △55 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― ― ― ― 

③ その他 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 1,005 903 △102 631 608 △22 

合計 50,022 208,532 158,509 49,633 279,331 229,698 

平成16年12月期 
（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

5,753 94 78 359 269 5 

  

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券     

コマーシャル・ペーパー 4,999 4,999 

優先株式 3,000 3,000 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,950 2,451 

  

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

１年以内 
(百万円) 

１年超５
年以内 
(百万円)

５年超10
年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

１年以内
(百万円)

１年超５
年以内 
(百万円) 

５年超10
年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円)

(1）債券            

① 国債・地方債等 304 ― ― ― ― ― ― ―

② 社債 4,999 ― 3,036 ― 4,999 ― 3,027 ―

③ その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

(2）その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 5,304 ― 3,036 ― 4,999 ― 3,027 ―
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７．デリバティブ取引関係 

(1）通貨関連 

（注）１ 時価の算定方法 先物為替相場によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

(2）金利関連 

 （注）１ 時価の算定方法 金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

(3）商品 

 （注） 時価の算定方法 天然ゴム先物相場によっております。 

区分 取引の種類 

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

  
契約額等 
  

 (百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

  
時価 
  

(百万円) 

  
評価損益
  

 (百万円)

  
契約額等
  

(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

  
時価 
  

(百万円)

  
評価損益
  

(百万円)

市場取引  

以外の取引 

(1）為替予約取引                 

売建                 

米ドル 45,107 ― 44,084 1,023 50,510 ― 50,985 △474 

ユーロ 48,096 ― 49,443 △1,346 36,340 ― 36,398 △58 

豪ドル 6,114 ― 6,229 △114 6,727 ― 6,765 △38 

英ポンド 616 ― 623 △7 550 ― 546 4 

その他 6,465 ― 6,717 △251 7,356 ― 7,573 △216 

買建                 

米ドル 6,889 ― 6,597 △292 5,509 ― 5,550 40 

日本円 711 ― 687 △23 554 ― 542 △12 

その他 1,730 ― 1,691 △38 1,721 ― 1,740 18 

 (2）通貨スワップ取引                 

 受取印ルピー 1,401 1,401 △98 △98 1,401 1,401 △55 △55 

 支払日本円                 

合計       △1,149       △791 

区分 取引の種類 

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

  
契約額等 
  

(百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

  
時価 
  

 (百万円)

  
評価損益
  

(百万円)

  
契約額等
  

(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

  
時価 
  

(百万円)

  
評価損益
  

(百万円)

市場取引 

以外の取引 

金利スワップ           

受取変動・支払固定 23,751 18,159 △1,087 △1,087 18,283 16,054 △704 △704

 受取固定・支払変動 ― ― ― ― 6,075 ― △73 △73

 受取固定・支払固定 ― ― ― ― 4,016 ― 44 44

合計     △1,087     △734

区分 取引の種類 

平成16年12月期 
（平成16年12月31日） 

平成17年12月期 
（平成17年12月31日） 

  
契約額等 
  

(百万円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

  
時価 
  

(百万円)

  
評価損益
  

(百万円)

  
契約額等
  

(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円) 

  
時価 
  

(百万円)

  
評価損益
  

(百万円)

市場取引 

先物取引           

天然ゴム           

買建 603 ― 587 △15 ― ― ― ―

合計     △15     ―
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