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

 (参考) １株当たり予想当期純利益 (通期)    115円  36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.９)をご参照ください。 

  

平成１８年１２月期 決算短信 (連結) 平成19年２月20日

上場会社名 株式会社ブリヂストン 上場取引所 東京、大阪、名古屋及び福岡 

コード番号 ５１０８ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.bridgestone.co.jp/) 

代  表  者  役職名  代表取締役  社長 氏名 荒川 詔四 

問合せ先責任者  役職名  資金部長 氏名 山本 公明 TEL (03)3563-6985 

決算取締役会開催日 平成19年２月20日 

米国会計基準採用の有無 無 

(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 ％ 

18年12月期 2,991,275 11.1 190,876 △10.7 159,579 △19.4 

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

  

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 

自 己 資 本

当期純利益率

総  資  産 

経常利益率 

売  上  高 

経常利益率 
 当期純利益 

対前期 

増減率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年12月期 85,120 △52.9 109 10 109 07 7.4 5.5 5.3 

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

 (注)  １．持分法投資損益 18年12月期  1,430百万円 17年12月期 2,137百万円

２．期中平均株式数 (連結) 18年12月期 780,177,842株 17年12月期 793,347,864株

３．会計処理の方法の変更 無 

(２) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年12月期 3,053,439 1,221,846 38.6 1,511 43 

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

 (注)  期末発行済株式数 (連結) 18年12月期 780,157,213株 17年12月期 781,354,058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 

18年12月期 149,141 △255,708 81,397 198,269 

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

(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 441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 184社

(５) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結 (新規) 18社  (除外) 17社    持分法 (新規) １社 (除外) 15社

２．19年12月期の連結業績予想 (平成19年１月１日～平成19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 

19年６月中間期 1,470,000 76,000 58,000 35,000 

19年12月期 3,080,000 191,000 152,000 90,000 
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２．経営方針 

［経営の基本方針］ 

  当社グループは「信頼と誇り」を精神的な支柱とし、「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。当社グループはこの理念を基盤として、経

営の最終目標である「タイヤ会社・ゴム会社として名実ともに世界一の地位の確立」を目指してまい

ります。また、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。 

  配当の実施につきましては、期末配当及び中間配当の年２回とし、期末配当は定時株主総会の決議

事項、中間配当は取締役会の決議事項といたします。 

  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てまいります。 

［会社の経営戦略と対処すべき課題］ 

 当社グループを取り巻く事業環境は、需要構成の変化、新しい競合状況、原材料・素材価格の高止

まりによる収益性悪化という大きな構造変化が進んでおり、売上高や海外事業展開の規模といった外

形的な成長を追うだけでは継続的な成長が困難な状況に直面しております。 

 こうした中、当社グループは「タイヤ会社・ゴム会社として名実ともに世界一の地位の確立」を経

営の最終目標として、全ての事業活動を推進してまいります。そのために、まず基本姿勢として、ビ

ジネスの基本・原則を常に尊重すること、創業以来の「理念・精神」を踏襲し、「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」を継承すること、また、強固な事業基盤を持つ国内事業

をさらに磐石化すること、そしてその上に、グループ・グローバルな事業展開を促進することを徹底

してまいります。 

 これらの基本姿勢のもとに、４つの基本方針、すなわち、１．「更に上」を常に目指して、全ての

製品・サービスで世界最高を目指す、２．長期戦略を明確化し、事業領域の統合・拡大を推進する、

３．ＳＢＵ(戦略的事業ユニット)制で真のグローバル企業を目指す、４．「中期経営計画」を核に、

全体最適のグループ経営を目指す、を念頭に事業展開を進めてまいります。 

  具体的な戦略として、まずタイヤ部門においては、乗用車用のランフラットタイヤ(注)を含む超高

性能タイヤや、トラック・バス用の低偏平率ラジアルタイヤなどの高付加価値商品、あるいは大型建

設車両用ラジアルタイヤ、航空機用ラジアルタイヤやモーターサイクル用ラジアルタイヤなど、成長

領域でありかつ当社グループとして市場で強力な競争力を持つ事業領域に、積極的に経営資源を投入

し、その強化を図ってまいります。多角化部門においても、利益を伴った成長が見込まれる事業領域

へ優先的に経営資源を投入してまいります。また市場要求品質を十分に満たすことを基盤としたうえ

で材料・生産技術も「更に上」を目指すことにより、原材料・素材価格の高止まり環境に対応し、グ

ローバル生産力を強化してまいります。 

  次に「事業領域の統合・拡大」については、当社グループの強みである「垂直統合」すなわち、原

材料分野から生産設備の開発・製造、そして小売店網に亘る領域における資産の有効活用を図り、高
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品質な最終製品やサービスを効率的に市場に提供することを目指してまいります。その中で、単なる

商品単体の販売に終わらない多様なビジネスモデルの構築を目指す行動の一環として、平成18年12月

には米国子会社であるブリヂストン アメリカス ホールディング・インクがバンダグ インコーポレ

ーテッド社と同社買収についての契約を締結しました。これによりトラック・バス用の新品タイヤか

らリトレッドタイヤまで、総合的かつ質の高い製品とサービスを通じて、お客様の総コスト管理に寄

与するソリューション・ビジネスの提供をグローバルに展開する事業活動を推進してまいります。ま

た、タイヤの再利用を推進するこの事業を通じて、当社グループが環境経営活動の一環として注力し

ている３Ｒ(リユース・リデュース・リサイクル)への貢献も高めてまいります。 

  当社グループはこうした戦略や施策を実行するための基本的な体制として、グループ・グローバル

で最適な組織体制と、グループ全体で整合性を確保した中期経営計画の整備が必須と考えており、こ

れらを早急に確立してまいります。まず組織体制面においては、世界各地の市場やお客様のニーズを

的確に把握し、それをグループ・グローバル最適な観点から迅速に実現させていくことができるよ

う、平成18年10月にＳＢＵ制を軸とした組織改革を行いました。また、厳しい事業環境の中で当社グ

ループが勝ち残っていくためには、広域多岐に亘る経営資源を、整合性の取れた目的と計画に沿って

最大活用することが不可欠であります。これを現実のものとするために中期経営計画を策定し毎年更

新していくことにより、激動する事業環境に的確かつ迅速に対応し、収益をピークアウトさせない、

すなわち常に収益性を高めていく企業体質作りを強力に推し進めてまいります。 

 更に、当社グループのあらゆるステークホルダーの皆様に対し、企業としての責任を果たすための

体制作りにも一層積極的に取り組んでまいります。平成18年５月の取締役会において、業務の適正性

を確保するための内部統制システムの整備方針を決議したことを踏まえ、その推進に努めてまいりま

す。コーポレート・ガバナンス体制につきましては、会社の意思決定が公正・透明なルールに従って

確実に行われるよう更に整備してまいります。ＣＳＲにつきましては、環境対応、製品の安全、コン

プライアンス、安全・防災活動を含むリスク管理の徹底、内部統制の充実、人材の育成、社会貢献活

動などの各分野において、その体制を確立し、実効の上がる活動としてまいります。 

 (注)タイヤの充填空気圧が失われても所定のスピードで一定距離を安全に走行できるタイヤ 

[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が高値で推移したものの、国内において

は、個人消費は緩やかに増加し、企業収益が改善し、設備投資も増加するなど、景気の回復が続きました。海外

においては、米国では、住宅建設の減少など景気の先行きが懸念される動きも見られましたが、個人消費や設備

投資の増加が続くなど、景気は順調に推移しました。また、欧州では、内需に支えられた景気回復の動きが見ら

れ、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、グローバルで、高付加価値商品の拡販や、魅力ある新商品の発売

などの販売施策を推進するとともに、生産能力の増強、生産性の向上、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、29,912億円(前期比11％増)となり、為替円安による効果もありましたが、天然ゴム及び

その他の原材料価格高騰などの影響が大きく、営業利益は1,908億円(前期比11％減)、経常利益は1,595億円(前

期比19％減)、当期純利益は851億円(前期比53％減)となりました。 

 なお、当期においては、米州事業における生産体制再編費用217億円を特別損失として計上しております。ま

た、前期においては、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409億円を計上しております。 

  

 当期 前期 
増減 

金額 伸長率 

 億円 億円 億円 ％ 

売上高    ２９，９１２ ２６,９１３  ＋２，９９９ ＋１１ 

営業利益 １，９０８  ２,１３８  △２２９  △１１ 

経常利益   １，５９５ １,９８１  △３８５  △１９ 

当期純利益          ８５１ １,８０７  △９５６  △５３ 
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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高付加価値商品の拡販による商品ミックスの向

上につとめる一方で、グローバルでの生産拠点の整備と増強を進めてまいりました。その結果、売上高は23,969

億円(前期比11％増)となりましたが、原材料価格高騰などの影響が大きく、営業利益は1,390億円(前期比17％

減)となりました。 

 多角化部門では、米国の建材事業や日本の自動車関連部品などが業績を伸ばした結果、売上高は6,268億円(前

期比11％増)、営業利益は517億円(前期比13％増)となりました。 

(b）所在地別 

(注)当期における一部セグメント間取引の契約関係の変更に伴い、前期の売上高を補正して記載、比較しております。 

  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 ２３，９６９ ２１,５６７ ＋２，４０１ ＋１１ 

営業利益 １，３９０ １,６７９ △２８８ △１７ 

多角化部門 
売上高 ６，２６８ ５,６４７ ＋６２１ ＋１１ 

営業利益 ５１７ ４５８ ＋５８ ＋１３ 

連結 合計 
売上高 ２９，９１２ ２６,９１３ ＋２，９９９ ＋１１ 

営業利益 １，９０８ ２,１３８ △２２９ △１１ 

  当期 前期 
増減 

金額 伸長率 

日本 

 億円 億円 億円 ％ 

売上高   １２，５５６ １１,６２３ ＋９３２ ＋８ 

営業利益 １，１７５ １,３８３ △２０７ △１５ 

米州 
売上高 １３，３３５ １１,５７９ ＋１，７５６ ＋１５ 

営業利益 ４２０ ３８９ ＋３０ ＋８ 

欧州 
売上高  ４，１８４ ３,６６９ ＋５１５ ＋１４ 

営業利益 １４８  １９６ △４７ △２４ 

その他 
売上高   (注) ４，４１２  ３，７５５ ＋６５６ ＋１７ 

営業利益 ２０２  ２１０ △８ △４ 

連結 合計 
売上高 ２９，９１２  ２６,９１３ ＋２，９９９ ＋１１ 

営業利益 １，９０８  ２,１３８ △２２９ △１１ 
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 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、前年を上回り順調に推移し、輸出用に

ついては、乗用車及び小型バン用タイヤの販売本数は、海外工場における生産能力増強の影響などがあり前年を

下回ったものの、トラック・バス用タイヤの販売本数は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、自動車関連部品などの販売が好調に推移しました。その結果、売上高は12,556億円(前期比８％増)と

なりましたが、原材料価格高騰などの影響が大きく、営業利益は1,175億円(前期比15％減)となりました。 

 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、需要低迷の影響が大きく新車

用、市販用ともに前年を下回ったものの、トラック・バス用タイヤの販売本数は、平成19年以降強化される排ガ

ス規制に伴う特需の影響もあり、新車用を中心に前年を上回りました。また、多角化部門や中南米タイヤ事業に

おいても前年を上回る売上を確保しました。その結果、売上高は、円安による為替換算の影響もあり13,335億円

(前期比15％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420億円(前期比８％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、市販用ともに前年並となりましたが、トラッ

ク・バス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ました。その結果、売上高

は、円安による為替換算の影響もあり4,184億円(前期比14％増)となりましたが、原材料価格高騰や販売、物流

体制強化のための費用負担などの影響が大きく、営業利益は148億円(前期比24％減)となりました。 

 その他地域では、積極的な拡販施策を展開した結果、売上高は、円安による為替換算の影響もあり4,412億円

(前期比17％増)となりましたが、原材料価格高騰などの影響があり、営業利益は202億円(前期比４％減)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12円とし、中間配当金12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153億円減少(前期は501億円の減

少)し、当期末には1,982億円となりました。 

  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 １，４９１ １,４８９ ＋１ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △２，５５７ △２,１６９ △３８７ 

財務活動によるキャッシュ・フロー ８１３ １０２ ＋７１１ 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ９８ ７５ ＋２３ 

現金及び現金同等物の増減額 △１５３ △５０１ ＋３４８ 

現金及び現金同等物の 
期首残高 ２，１３５ ２,６３７ △５０１ 

期末残高 １，９８２ ２,１３５ △１５３ 
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(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、1,491億円の収入(前期比１億円の収入増)となりました。これは、たな卸資産の

増加額646億円(前期は574億円の増加)や法人税等の支払額609億円(前期は685億円)などがあったものの、減価償

却費1,453億円(前期は1,276億円)や税金等調整前当期純利益1,401億円(前期は2,445億円)、退職給付引当金の増

加額208億円(前期は1,008億円の減少)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、2,557億円の支出(前期比387億円の支出増)となりました。これは、有形固定資産

の取得による支出2,502億円(前期は1,964億円)などによるものです。 

(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、813億円の収入(前期比711億円の収入増)となりました。これは、長期借入金の返

済による支出291億円(前期は908億円)があったものの、長期借入れによる収入648億円(前期は352億円)や短期借

入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額640億円(前期は1,231億円)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)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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16年 

12月期 

平成17年 

12月期 

平成18年 

12月期 

自己資本比率(％) ４０.１ ４１.６ ３８．６ 

時価ベースの自己資本比率(％) ７０.２ ７０.８ ６７．８ 

債務償還年数(年) ２.０ ３.９ ４．７ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ２１.０ １０.１ ７．１ 
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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、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高騰、高止まりに加えて、世界的な需要構造の変化や、競

争構造の変化が進むことが見込まれるなど厳しいものと予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループの販売につきましては、日本では、国内市場向けのタイヤの販売本数は、前年

並と見込んでおりますが、輸出用タイヤの販売本数については、前年を上回るものと見込んでおります。 

 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、前年を上回るものと見込んでおり、

トラック・バス用タイヤの販売本数については、前年並と見込んでおります。 

 欧州では、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、販売本数は前年を上回るもの

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)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。 

  

 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 １４，７００ １４，２４８ ＋４５１ ＋３ 

営業利益 ７６０ ８４１ △８１ △１０ 

経常利益 ５８０ ７０８ △１２８ △１８ 

当期純利益 ３５０ ３２８ ＋２１ ＋７ 

年間 

     

売上高 ３０，８００ ２９，９１２ ＋８８７ ＋３ 

営業利益 １，９１０ １，９０８ ＋１ － 

経常利益 １，５２０ １，５９５ △７５ △５ 

当期純利益 ９００ ８５１ ＋４８ ＋６ 

為替 

レート 

中間期 

平均 

１米ドル当たり １１０円 １１６円 

－

△５ 

１ユーロ当たり １４０円 １４２円 △１ 

年間 

平均 

１米ドル当たり １１０円 １１６円 △５ 

１ユーロ当たり １４０円 １４６円 △４ 
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４．連結財務諸表等 

(１) 連結貸借対照表 

    
前  期 

(平成17年12月31日) 

当  期 

(平成18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    199,008   183,319  △15,689 

２ 受取手形及び売掛金    531,174   565,581  34,407 

３ 有価証券    5,000   10,454  5,454 

４ たな卸資産    464,972   549,525  84,553 

５ 繰延税金資産    49,698   74,834  25,136 

６ その他    82,012   83,799  1,787 

貸倒引当金    △16,232   △16,874  △642 

流動資産合計    1,315,633 48.5  1,450,639 47.5 135,006 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 注１ 
注２ 

       

(1) 建物及び構築物    255,278   279,088  23,810 

(2) 機械装置及び運搬具    331,828   393,063  61,235 

(3) 土地    133,250   137,485  4,235 

(4) 建設仮勘定    89,785   128,934  39,149 

(5) その他    58,233   64,841  6,608 

有形固定資産合計    868,376    1,003,413   135,037 

２ 無形固定資産          

(1) 諸権利 注３  17,139   18,821  1,682 

無形固定資産合計    17,139    18,821   1,682 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 注４  304,739   339,931  35,192 

(2) 長期貸付金    16,815   13,024  △3,791 

(3) 繰延税金資産    138,084   163,262  25,178 

(4) その他    49,835   65,158  15,323 

貸倒引当金    △663   △811  △148 

投資その他の資産合計    508,812    580,565   71,753 

固定資産合計    1,394,328 51.5  1,602,799 52.5 208,471 

資産合計    2,709,962 100.0  3,053,439 100.0 343,477 
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前  期 

(平成17年12月31日) 

当  期 

(平成18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    206,977   212,493  5,516

２ 短期借入金    210,628   285,102  74,474 

３ コマーシャル・ペーパー    11,770   8,998  △2,772 

４ 一年内に償還する社債    6,000   33,012  27,012 

５ 未払法人税等    35,082   30,757  △4,325 

６ 繰延税金負債    2,000   1,408  △592 

７ 製品自主回収関連引当金    6,276   6,482  206 

８ 未払金    156,377   173,390  17,013 

９ 未払費用    177,965   180,665  2,700 

10 その他    42,694   46,134  3,440 

流動負債合計    855,773 31.6  978,444 32.1 122,671 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債    147,001   128,518  △18,483 

２ 長期借入金    204,340   249,224  44,884 

３ 繰延税金負債    72,566   77,239  4,673 

４ 退職給付引当金    194,619   329,675  135,056 

５ 製品保証引当金    18,284   21,270  2,986 

６ 環境対策引当金    5,886   4,418  △1,468 

７ その他    47,960   42,801  △5,159 

固定負債合計    690,659 25.5  853,149 27.9 162,490 

負債合計    1,546,433 57.1  1,831,593 60.0 285,160 

(少数株主持分)          

少数株主持分    34,932 1.3  － － △34,932 

(資本の部)          
Ⅰ 資本金   126,354 4.7 － － △126,354

Ⅱ 資本剰余金    122,078 4.5  － － △122,078 

Ⅲ 利益剰余金    935,823 34.5  － － △935,823 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    144,186 5.3  － － △144,186 

Ⅴ 為替換算調整勘定    △102,038 △3.8  － － 102,038 

Ⅵ 自己株式 注５  △97,808 △3.6  － － 97,808 

資本合計    1,128,596 41.6  － － △1,128,596 

負債、少数株主持分及び資本合計    2,709,962 100.0  － － △2,709,962 

(純資産の部)          
Ⅰ 株主資本     

１ 資本金    －    126,354   126,354 

２ 資本剰余金    －    122,078   122,078 

３ 利益剰余金    －    887,216   887,216 

４ 自己株式    －    △62,746   △62,746 

株主資本合計    － －  1,072,903 35.1 1,072,903 

Ⅱ 評価・換算差額等              

１ その他有価証券評価差額金    －    170,249   170,249 

２ 繰延ヘッジ損益    －    22   22 

３ 為替換算調整勘定    －    △64,020   △64,020 

評価・換算差額等合計    － －  106,251 3.5 106,251 

Ⅲ 少数株主持分   － － 42,691 1.4 42,691

純資産合計    － －  1,221,846 40.0 1,221,846 

負債及び純資産合計    － －  3,053,439 100.0 3,053,439 
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(２) 連結損益計算書 

    
前  期 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当  期  
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18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    2,691,375 100.0  2,991,275 100.0 299,900 － 

Ⅱ 売上原価    1,751,940 65.1  2,005,536 67.0 253,596 1.9 

売上総利益    939,435 34.9  985,739 33.0 46,304 △1.9 

Ⅲ 販売費及び   
一般管理費 

          

１ 製品運賃   138,781   152,201      

２ 広告・販売  
促進費 

  102,539   116,608      

３ 給与手当   179,267   194,364      

４ 退職給付費用   12,329   14,257      

５ 減価償却費   16,393   18,703      

６ 研究開発費 注１ 79,415   86,687      

７ その他   196,857 725,584 27.0 212,038 794,862 26.6 69,278 △0.4 

営業利益    213,850 7.9  190,876 6.4 △22,974 △1.5 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   3,610   4,568      

２ 受取配当金   2,419   3,019      

３ 雑収入   16,671 22,700 0.9 15,621 23,209 0.8 509 △0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   15,226   22,919      

２ 為替損失   2,588   5,511      

３ 雑損失   20,632 38,447 1.4 26,074 54,506 1.9 16,059 0.5 

経常利益    198,103 7.4  159,579 5.3 △38,524 △2.1 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 注２ 4,318   6,356      

２ 投資有価証券 
売却益 

  －   1,733      

３  厚生年金基金 
代行部分返上益 

  78,572 82,890 3.1 － 8,089 0.3 △74,801 △2.8 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産減損 
損失 

注３ 4,009   5,774      

２ 米州生産体制 
再編費用 

注４ －   21,743      

３ 製品自主回収  
関連損失 

注５ 26,503   －      

４ 環境対策引当金 
繰入額 

  5,886 36,399 1.4 － 27,517 0.9 △8,882 △0.5 

税金等調整前 
当期純利益 

   244,594 9.1  140,152 4.7 △104,442 △4.4 

法人税、住民税
及び事業税 

  58,465   56,669      

法人税等調整額   1,793 60,259 2.3 △5,404 51,265 1.8 △8,994 △0.5 

少数株主利益    3,539 0.1  3,766 0.1 227 － 

当期純利益    180,796 6.7  85,120 2.8 △95,676 △3.9 
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(３) 連結剰余金計算書 

    
前  期 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    122,078 

Ⅱ 資本剰余金増加高    － 

Ⅲ 資本剰余金減少高    － 

Ⅳ 資本剰余金期末残高    122,078 

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    837,764 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 当期純利益   180,796  

２ 在外会社固定資産評価替による増加    4,317 185,114 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   16,772  

２ 役員賞与   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    19,052  

５ 自己株式処分差損   37 87,055 

Ⅳ 利益剰余金期末残高    935,823 
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(４) 連結株主資本等変動計算書 

当  期 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) (単位：百万円)

科目 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

前期末残高 126,354 122,078 935,823 △97,808 1,086,448 144,186 － △102,038 34,932 

 (当期変動額)          

配当金     △20,300   △20,300         

役員賞与     △784   △784         

当期純利益     85,120   85,120         

在外会社退職給付債務  
繰入額 

    △74,536   △74,536         

自己株式の取得       △3,377 △3,377         

自己株式の消却     △38,080 38,080 －         

自己株式の処分     △25 357 332         

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

          26,062 22 38,017 7,759 

当期変動額合計 － － △48,606 35,061 △13,545 26,062 22 38,017 7,759 

当期末残高 126,354 122,078 887,216 △62,746 1,072,903 170,249 22 △64,020 42,691 
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(５) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前  期

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

当  期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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 244,594 140,152 △104,442

減価償却費 127,608 145,348 17,740

退職給付引当金の増減額(減少：△) △100,838 20,846 121,684

受取利息及び配当金 △6,029 △7,588 △1,559

支払利息 15,226 22,919 7,693

固定資産売却益 △4,318 △6,356 △2,038

投資有価証券売却益 － △1,733 △1,733

固定資産減損損失 4,009 5,774 1,765

製品自主回収関連損失 26,503 － △26,503

米州生産体制再編費用 － 21,743 21,743

環境対策引当金繰入額 5,886 － △5,886

売上債権の増減額(増加：△) △47,234 △16,781 30,453

たな卸資産の増減額(増加：△) △57,481 △64,621 △7,140

仕入債務の増減額(減少：△) 47,942 6,088 △41,854

役員賞与の支払額 △699 △784 △85
その他 285 △41,300 △41,585

小計 255,455 223,705 △31,750

利息及び配当金の受取額 6,057 7,440 1,383
利息の支払額 △14,739 △21,060 △6,321

製品自主回収関連支払額 △29,213 － 29,213
法人税等の支払額 △68,577 △60,944 7,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,982 149,141 159

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 △196,494 △250,223 △53,729

有形固定資産の売却による収入 7,699 10,834 3,135

無形固定資産の取得による支出 △1,294 △1,484 △190

投資有価証券の取得による支出 △20,471 △13,091 7,380

投資有価証券の売却による収入 － 2,535 2,535

貸付けによる支出 △3,061 － 3,061

貸付金の回収による収入 3,030 5,539 2,509
その他 △6,324 △9,818 △3,494

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,915 △255,708 △38,793

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：△) 

123,122 64,055 △59,067

長期借入れによる収入 35,230 64,840 29,610

長期借入金の返済による支出 △90,805 △29,168 61,637

社債の発行による収入 28,977 35,756 6,779

社債の償還による支出 △17,920 △27,188 △9,268

自己株式の取得による支出 △46,966 △3,377 43,589

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

△2,904 － 2,904

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,643 △2,053 5,590

配当金の支払額 △16,772 △20,308 △3,536

少数株主への配当金の支払額 － △1,491 △1,491
その他 △743 332 1,075

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,255 81,397 71,142

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,531 9,857 2,326

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △50,145 △15,311 34,834

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 263,726 213,581 △50,145

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 213,581 198,269 △15,311
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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           441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) 18社 (設立による増加ほか) 

 (減少) 17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       184社 

主要な会社名 

 ・BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 

持分法適用会社数の増減は、次のとおりであります。 

 (増加) １社 (設立による増加) 

 (減少) 15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 … 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、当期末において

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、当期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、国内会社は各期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、発生の翌期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。 

  なお、米州の一部連結子会社においては、費用処理されていない数理計算上の差異等の未認識額を貸借対照

表で計上することとしております。 

(会計方針の変更)  

  米州の一部連結子会社においては、当期から費用処理されていない数理計算上の差異等の未認識額を貸借対

照表で計上しております。その結果、負債の部が116,966百万円増加し、純資産の部が73,490百万円減少して

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 

  アスベスト等法令により義務付けられている撤去、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。但し、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．のれんの償却に関する事項 

 のれんの効果が及ぶ20年以内の期間にわたり、定額法で償却しております。 

７．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．役員賞与に関する会計基準 

  当期から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号 平成17年11月29日)を国内会社に適用しておりま

す。その結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は758百万円減少

しております。 

  

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

  当期から「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 平成17年12月９日)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 平成17年12月９

日)を適用しております。 
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追加情報 

１．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。 

  

２．重要な契約に関する事項 

 米州事業を統括するBRIDGESTONE AMERICAS HOLDING,INC.は、平成18年12月にバンダグ インコーポレーテッド社

と同社買収についての契約を締結しました。 
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注記事項 

 (連結貸借対照表関係) 

注№ 摘要 
前  期 

(平成17年12月31日) 
当  期  

(平成18年12月31日) 

１ 有形固定資産に対する 

減価償却累計額 

  1,463,080百万円   1,578,355百万円

    

２ 担保に供している資産 

 (上記に対応する債務) 

  37,122百万円

 (短期借入金 4,391 

長期借入金 2,472)  

  29,948百万円

 (短期借入金 5,284 

長期借入金  2,315)  

    

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。 

      ────── 

      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 19,855百万円 投資有価証券 19,885百万円

    

５ 自己株式 普通株式 51,748,263株       ────── 

    

＊１ 保証債務     

  従業員の銀行借入金ほか

に対する保証額 

  672百万円   465百万円

    

＊２ 輸出手形(信用状なし) 

割引高 

  8,472百万円   8,094百万円
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 (連結損益計算書関係） 

注№ 摘要 
前  期 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当  期 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 研究開発費の総額 一般管理費 79,415百万円 一般管理費 86,687百万円

          

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。 

  

  主として、欧州の内製原材料事業にお

いて、価格競争激化による販売価格低下

により業績が悪化し、現環境下では回復

が見込めないことによるものでありま

す。 

４ 米州生産体制再編費用 ──────   米州事業において、タイヤ生産体制再

編の一環として一部工場閉鎖を決定した

ことに基づき、関連費用を計上しており

ます。 

  

５ 製品自主回収関連損失  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。 

──────  
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 (連結株主資本等変動計算書関係) 

   当 期 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12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) １ 発行済株式の減少は、自己株式の消却20,000千株であります。 

２ 自己株式増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加46千株及び平成17年３月30日定時株主総会決議に

基づく取得1,338千株であります。 

３ 自己株式減少の内訳は、ストックオプション行使による減少179千株、単元未満株式の買い増し請求による

減少８千株及び自己株式の消却による減少20,000千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当期末日後となるもの 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  前期末株式数 増加株式数 減少株式数 当期末株式数 

発行済株式         

普通株式 (千株) (注)１ 833,102 － 20,000 813,102 

自己株式         

普通株式 (千株)  (注)２、３ 51,748 1,384 20,187 32,945 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式  10,939百万円  14円 平成17年12月31日 

平成18年３月30日 

(定時株主総会後) 

平成18年８月９日

取締役会 
 普通株式    9,361百万円   12円 平成18年６月30日  平成18年９月１日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日

定時株主総会 
普通株式 9,361百万円 利益剰余金 12円 平成18年12月31日 平成19年３月30日 

摘要 
前  期 

  (自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日)  

当  期 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18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17年12月31日現在)  (平成18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 

 199,008 百万円 

 5,000   

 
10,000   

 214,009   

 △427   

 213,581   

 183,319 百万円 

 10,454   

 
5,000   

 198,774   

 △504   

 198,269   
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 (リース取引関係) 

摘要 
前  期 

(平成17年12月31日) 
当  期 

(平成18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 30,876百万円 

１年超 176,363  

合計 207,239  

１年内 32,979百万円 

１年超 177,216  

合計 210,196  
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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 

前 期 (自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当 期 (自 平成18年１月１日 至 平成18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 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 

 
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 2,393,165 598,109 2,991,275 ― 2,991,275 

(2) セグメント間の内部  

売上高又は振替高 
3,780 28,760 32,541 (32,541) ― 

計 2,396,946 626,870 3,023,816 (32,541) 2,991,275 

営業費用 2,257,876 575,118 2,832,994 (32,595) 2,800,398 

営業利益 139,069 51,752 190,822 54 190,876 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
          

資産 2,585,496 479,516 3,065,012 (11,573) 3,053,439 

減価償却費 129,285 16,063 145,348 － 145,348 

減損損失 5,774 － 5,774 － 5,774 

資本的支出 231,995 30,519 262,514 － 262,514 
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(2) 所在地別セグメント情報 

前 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 

当 期 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  (注) １ その他地域においては、当期に一部のセグメント間取引の契約関係を変更したことに伴い、「セグメント間

の内部売上高又は振替高」及び「営業費用」が前期から減少しておりますが、連結への影響はありません。

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 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 
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 

 
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 
896,742 1,324,038 413,952 356,541 2,991,275 ― 2,991,275 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
358,863 9,533 4,536 84,668 457,602 (457,602) ― 

計 1,255,605 1,333,572 418,489 441,210 3,448,877 (457,602) 2,991,275 

営業費用 1,138,027 1,291,520 403,612 420,954 3,254,115 (453,716) 2,800,398 

営業利益 117,578 42,052 14,876 20,255 194,762 (3,886) 190,876 

Ⅱ 資産 1,366,801 968,641 453,361 490,254 3,279,058 (225,619) 3,053,439 
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(3) 海外売上高 

前 期 (自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当 期 (自 平成18年１月１日 至 平成18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) 1,145,913 371,393 427,975 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 

 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 1,321,111 424,380 468,387 2,213,879 

Ⅱ 連結売上高 (百万円)  ―  ―  ― 2,991,275 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 (％) 
44.2 14.2 15.6 74.0 

26



６．有価証券関係 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

(2) 前期中及び当期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 

 種類 

前  期 
(平成17年12月31日) 

当  期 
(平成18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 46,002 275,696 229,694 49,472 311,243 261,770 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 3,000 3,027 27 － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 49,002 278,723 229,721 49,472 311,243 261,770 

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 631 608 △22 739 690 △48 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － 3,000 2,997 △3 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 631 608 △22 3,739 3,687 △51 

合計 49,633 279,331 229,698 53,211 314,931 261,719 

前  期 
(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当  期 
(自 平成18年１月１日 至 平成18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) 

359 269 5 2,403 1,709 － 

  
前  期 

(平成17年12月31日) 
当  期 

(平成18年12月31日) 

その他有価証券     

コマーシャル・ペーパー           4,999 百万円          10,454 百万円 

優先株式           3,000           3,000 

非上場株式           2,451           2,057 

 種類 

前  期 
(平成17年12月31日) 

当  期 
(平成18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 － － － － － － － －

② 社債 4,999 － 3,027 － 4,998 － 2,997 －

③ その他 － － － － 5,456 － － －

(2) その他 － － － － － － － －

合計 4,999 － 3,027 － 10,454 － 2,997 －
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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 

      該当する取引はありません。 

区分 取引の種類 

前  期 
(平成17年12月31日) 

当  期 
(平成18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 50,510 － 50,985 △474 47,328 － 48,217 △889 

ユーロ 36,340 － 36,398 △58 61,685 － 63,450 △1,765 

豪ドル 6,727 － 6,765 △38 6,677 － 7,011 △333 

英ポンド 550 － 546 4 818 － 857 △38 

その他 7,356 － 7,573 △216 5,986 － 6,158 △171 

買建                 

米ドル 5,509 － 5,550 40 9,106 － 8,895 △211 

日本円 554 － 542 △12 6,549 － 6,227 △322 

その他 1,721 － 1,740 18 408 － 397 △10 

 (2)通貨スワップ取引                 

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

 ・支払日本円                 

 受取米ドル － － － － 12,005 － △296 △296 

 ・支払日本円                 

 受取米ドル － － － － 5,399 － 91 91 

 
・支払シンガ 

 ポールドル 
                

合計       △791       △3,948 

区分 取引の種類 

前  期 
(平成17年12月31日) 

当  期 
(平成18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 18,283 16,054 △704 △704 16,054 1,492 △339 △339

 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     △734     △339
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