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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(注)１ 売上高は、消費税等抜きで表示しております。  

２ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用したことにより、第88期中間期の連結の純資産額に

は、少数株主持分等を含めております。 

回次 第86期中 第87期中 第88期中 第86期 第87期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年 
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高 百万円 1,153,294 1,256,239 1,424,800 2,416,685 2,691,375 

経常利益 〃 86,818 88,663 70,840 181,593 198,103 

中間(当期)純利益 〃 52,292 101,710 32,815 114,453 180,796 

純資産額 〃 892,602 1,024,994 1,185,696 934,980 1,128,596 

総資産額 〃 2,230,280 2,440,886 2,738,992 2,333,708 2,709,962 

１株当たり純資産額 円 1,091.55 1,290.69 1,470.84 1,163.82 1,443.43 

１株当たり中間 

(当期)純利益 
〃 63.13 127.05 42.06 138.96 226.92 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

〃 63.12 127.03 42.04 138.94 226.86 

自己資本比率 ％ 40.0 42.0 41.9 40.1 41.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 116,178 44,202 40,726 238,729 148,982 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △86,086 △96,564 △125,255 △179,916 △216,915 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △44,623 26,516 61,763 △94,142 10,255 

現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
〃 281,486 241,409 189,898 263,726 213,581 

従業員数 人 112,179 117,692 126,689 113,699 123,727 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 百万円 375,498 400,204 445,448 789,035 855,023 

経常利益 〃 63,220 60,557 53,356 124,724 124,450 

中間(当期)純利益 〃 44,339 84,118 39,237 84,337 116,308 

資本金 〃 126,354 126,354 126,354 126,354 126,354 

発行済株式総数 千株 863,102 833,102 813,102 863,102 833,102 

純資産額 百万円 940,060 1,006,644 1,062,109 946,343 1,041,650 

総資産額 〃 1,497,050 1,514,119 1,617,993 1,535,104 1,639,674 

１株当たり中間 

(年間)配当額 
円 8 10 12 19 24 

自己資本比率 ％ 62.8 66.5 65.6 61.6 63.5 

従業員数 

〔外数、平均臨時 

雇用者数〕 

人 

〔〃〕 

12,535 

〔2,445〕

12,893 

〔2,846〕

13,628 

〔2,828〕

12,529 

〔2,547〕

13,027 

〔2,856〕



２ 【事業の内容】 

 当中間期において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

異動はありません。 

３ 【関係会社の状況】 

 当中間期において、重要な関係会社の異動はありません。 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 (注) 従業員数は就業人員であります。 

(2) 提出会社の状況 

 (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間期の平均人員を外数で記載しております。 

(3) 労働組合の状況 

 労使関係において特に記載すべき事項はありません。 

  (平成18年６月30日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

タイヤ 111,319 

多角化 15,370 

合計 126,689 

  (平成18年６月30日現在)

従業員数(人) 13,628〔2,828〕 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 業績全般 

 当中間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、企業収益が改善し、設備投資や個人消費も増加するなど、景気の回復が続きました。海外においては、米国で

は、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、欧州では、緩やかな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、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、14,248億円(前年同期比13％増)となりましたが、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841億円(前年同期比９％減)、経常利益は708億円(前年同期比20％減)、中間純利益は

328億円(前年同期比68％減)となりました。  

 なお、当中間期においては、米州事業における生産体制再編費用158億円を特別損失として計上しております。 

また、前年同期においては、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

上などによる特別利益808億円を計上しております。   

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 

  
当中間期 前中間期 

増減 

  金額 伸長率 

  億円 億円 億円 ％ 

売上高 １４，２４８ １２，５６２  ＋１，６８５  ＋１３ 

営業利益 ８４１ ９２０  △７９  △９ 

経常利益  ７０８ ８８６  △１７８  △２０ 

中間純利益  ３２８ １，０１７  △６８８  △６８ 

    
当中間期 前中間期 

増減 

    金額 伸長率 

タイヤ部門 

  億円 億円 億円 ％ 

売上高  １１，３０７ ９，９８１ ＋１，３２６  ＋１３ 

営業利益  ５７９ ６８６ △１０６ △１６ 

多角化部門 
売上高  ３，０８２ ２，７３０  ＋３５１  ＋１３ 

営業利益  ２６１ ２３２  ＋２８  ＋１２ 

連結 合計 
売上高 １４，２４８ １２，５６２ ＋１，６８５  ＋１３ 

営業利益  ８４１ ９２０  △７９  △９ 



 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11,307億円

(前年同期比13％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579億円(前年同期比16％減)

となりました。   

 多角化部門では、自動車関連部品や米国の建材事業などが業績を伸ばした結果、売上高は3,082億円(前年同期比

13％増)、営業利益は261億円(前年同期比12％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、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、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前

年を上回り順調に推移しました。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5,937億円(前年同期比９％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533億円(前年同期比８％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、新車用、市販用ともに前年を上

回り順調に推移しました。また、多角化事業や中南米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6,443億円(前年同期比20％増)となり、原材料価格高騰などの影響がありましたが、円安による為替換

算の影響もあり、営業利益は201億円(前年同期比４％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順調に推移し、トラ

ック・バス用タイヤの販売本数も、好調に推移しました。その結果、売上高は1,992億円(前年同期比12％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65億円(前年同期比25％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2,100億円(前年同期比21％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95億円(前年同期比11％減)となりました。 

    
当中間期 前中間期 

増減 

    金額 伸長率 

日本 

  億円 億円 億円 ％ 

売上高  ５，９３７ ５，４６９  ＋４６７  ＋９ 

営業利益  ５３３ ５８２  △４８ △８ 

米州 
売上高  ６，４４３ ５，３８６ ＋１，０５６  ＋２０ 

営業利益  ２０１ １９２  ＋８  ＋４ 

欧州 
売上高  １，９９２ １，７８５  ＋２０７  ＋１２ 

営業利益  ６５ ８６  △２１  △２５ 

その他 
売上高 (注)  ２，１００ １，７３２  ＋３６７  ＋２１ 

営業利益 ９５ １０７  △１２  △１１ 

連結 合計 
売上高  １４，２４８ １２，５６２  ＋１，６８５  ＋１３ 

営業利益  ８４１ ９２０  △７９  △９ 

(注) 当中間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、前中間期の売上高を補正して記載、比較しております。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間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236億円減少し(前年同期は223億

円の減少)、当中間期末には1,898億円となりました。 

(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、407億円の収入(前年同期比34億円の収入減)となりました。これは、たな卸資産の増

加額599億円(前年同期は479億円の増加)や、仕入債務の減少額343億円(前年同期は14億円の減少)、退職給付引当金

の減少額50億円(前年同期は790億円の減少)などがあったものの、減価償却費701億円(前年同期は606億円)や、税金

等調整前中間純利益601億円(前年同期は1,665億円)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、1,252億円の支出(前年同期比286億円の支出増)となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出1,203億円(前年同期は922億円)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、617億円の収入(前年同期比352億円の収入増)となりました。これは、長期借入金の

返済による支出128億円(前年同期は807億円)や、配当金の支払額109億円(前年同期は88億円)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464億円(前年同期は1,059億円)や、長期借入れによる収入388億

円(前年同期は234億円)などがあったことによるものです。 

  
当中間期 前中間期 

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  ４０７ ４４２  △３４ 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △１，２５２ △９６５  △２８６ 

財務活動によるキャッシュ・フロー  ６１７ ２６５  ＋３５２ 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △９ ３５  △４４ 

現金及び現金同等物の減少額  △２３６ △２２３  △１３ 

現金及び現金同等物の 
期首残高 ２，１３５ ２，６３７ △５０１ 

中間期末残高 １，８９８ ２，４１４ △５１５ 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間期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、次のとおりであります。 

  (注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

 当社グループは、少数の特殊製品(特殊ホース等)について受注生産を行うほかは、すべて見込生産であります。 

(3) 販売実績 

 当中間期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、次のとおりであります。 

  (注)  金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 【対処すべき課題】 

 当中間期において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４ 【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

タイヤ 995,355 ＋15.2  

多角化 260,137 ＋13.4  

合計 1,255,493 ＋14.8  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

タイヤ 1,129,338 ＋13.3 

多角化 295,462 ＋13.8 

合計 1,424,800 ＋13.4 



５ 【研究開発活動】 

 当社グループは、使命として掲げる「最高の品質で社会に貢献」を全うすべく、多様化する市場のニーズに積極的に

こたえ、国内外での商品力を強化することを目指して、新材料の開発から新商品及びサービス技術の開発、さらには生

産技術の開発にいたるまでの活動を、グローバルに展開しており、日本、米国及びイタリアに所在する技術センター

で、各地域に適した研究開発に取り組んでおります。 

 当中間期におけるグループ全体の研究開発費は423億円であります。 

(1)タイヤ部門 

 タイヤ部門の新商品開発においては、環境への配慮を踏まえたうえで、安心を基本として、安全性、快適性、経済

性を追求するとともに、新しい付加価値の創造を目指しております。 

 乗用車用ラジアルタイヤでは、耳障りな高周波ノイズを抑制する新技術「ノイズ抑制グルーブ」により静粛性の向

上を図ったミニバン専用タイヤ「ＲＥＧＮＯ ＧＲＶ(レグノ ジーアールブイ)」を発売しました。 

 トラック・バス用ラジアルタイヤでは、新技術「マルチウェットパタンデザイン」により、空車時から積載時まで

様々な車両状態でのウェット性能を高次元で確保し、同時に摩耗ライフの向上も実現させた省燃費タイヤ「ＥＣＯＰ

ＩＡ Ｍ８９１(エコピア エムハチキューイチ)」を発売しました。 

 スタッドレスタイヤでは、新開発の「レボ発泡ゴムＺ(ゼット)」と「マルチＺ(ゼット)パタン」の採用により、高

い氷上性能を実現するとともに、乾いた路面や濡れた路面など、様々な状況に応じて高い性能を発揮する乗用車用ス

タッドレスタイヤ「ＢＬＩＺＺＡＫ ＲＥＶＯ２(ブリザック レボツー)」と、「スノーシミュレーション」技術を

駆使してパタン形状の適正化を図ることでシャーベット状の積雪路での制動力と駆動力を向上させたトラック・バス

用スタッドレスタイヤ「Ｗ９１０(ダブリュ キューイチマル)」をそれぞれ９月から発売します。「レボ発泡ゴム

Ｚ」には、新たに確立した、ゴムの微細構造を制御することによってゴムの必要特性を引き出す技術「ＮａｎｏＰｒ

ｏ-Ｔｅｃｈ(ナノプロ-テック)」を採用しております。この技術は、スタッドレスタイヤのグリップ性能向上のほか

にも、タイヤの転がり抵抗低減による環境性能の向上や、ウェットブレーキ性能をはじめとした安全性能の向上な

ど、様々な形でタイヤへの応用が可能です。 

  当中間期におけるタイヤ部門の研究開発費は347億円であります。 

  

(2)多角化部門 

 多角化部門では、絶えず変化するニーズに的確にこたえ、多岐にわたる商品群においてお客様に満足いただける商

品を提供すべく、研究開発活動に取り組んでおります。 

 化工品事業においては、粘着剤つき各種発泡シート製品で有機溶剤を使わない新製法による環境対応型の新商品を

発売しました。また、ノートパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに搭載されるハードディスクユニットのシール材

で、紫外線硬化型の特殊樹脂の開発により、従来に比べて効率的でより精密な加工を可能とする独自の製法を確立し

量産化しました。 

 新しい分野への事業展開については、ナノテクノロジーをベースとした新技術・新商品開発を進めております。電

子ディスプレイは開発が進み、絵や文字を精密で自由に表示できるドットマトリックスタイプとしては、世界最大級

で最も薄いフレキシブルなディスプレイの開発に成功しました。今回開発したディスプレイは、パネル基板をガラス

からプラスチックに変えたオールプラスチック製であり、また、新たに開発したカラー粒子の採用により鮮明なカラ

ー２色表示を可能としました。 



 スポーツ用品事業においては、ゴルフボールで、低スピン化と初速アップの両立を実現する「ソフトＮｅｏＧ(ネ

オジー)コア」及びインパクト直後の空気抵抗を低減するとともに、揚力を維持することにより、飛距離性能を向上

させる「３０６(サンマルロク)デュアルディンプル」を開発しました。また、ゴルフクラブでは、高反発ヘッドの規

制に対応し、グリップ、シャフト及びクラブヘッドの軽量化に加え、シャフトの重心点を従来に比べヘッド側に移動

させることにより、ヘッドスピードのアップとスイング軌道の安定化を実現する「スイングエンジン設計」及びパワ

ーロスを軽減する「Ｎｅｗ(ニュー)ターボラバーｉＱ(アイキュウ)」を開発し、高反発ヘッドクラブを超える飛距離

性能を可能にしました。 

 当中間期における多角化部門の研究開発費は75億円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 当中間期において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1)新設等  

 当中間期において、前期末に計画した重要な設備の新設等について、重要な変更はありません。 

(2)除却等 

 米州事業におけるタイヤ生産体制再編の一環として、オクラホマシティ工場(アメリカ・オクラホマ州)を当期 

末までに閉鎖することを決定しております。 



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】 

 (注) 株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨、定款に定めております。 

② 【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式(注) 1,450,000,000 

計 1,450,000,000 

種類 
当中間期末現在 
発行数(株) 

(平成18年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成18年８月31日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 813,102,321 813,102,321 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

名古屋証券取引所 

福岡証券取引所 

東京、大阪、名古屋 

は市場第一部に上場 

― 

計 813,102,321 813,102,321 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権

を付与しており、その内容は次のとおりであります。 

＜平成15年３月28日定時株主総会決議＞ 

  (注) １ 各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に定める転換社債の転換、同法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権の行使並びに「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前

の旧商法第210条ノ２の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式によ

り払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。 

(3）資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するもの

とする。 

３ その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによ

る。 

  
当中間期末現在 
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年７月31日) 

新株予約権の数(個) 
212 

(注)１ 
同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 212,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
1,479 
(注)２ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日～ 
平成22年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      1,479 
資本組入額      740 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
・その他権利行使の条件は、
当社取締役会において決定
する。      (注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するとき
は当社取締役会の承認を要
するものとする。 (注)３ 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

１ 

分割・併合の比率 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



＜平成16年３月30日定時株主総会決議＞ 

  (注) １ 各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使並び

に「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定に基

づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。 

(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するもの

とする。 

３ その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによ

る。 

  
当中間期末現在 
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年７月31日) 

新株予約権の数(個) 
258 

(注)１ 
同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 258,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
1,864 
(注)２ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日～ 
平成23年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      1,864 
資本組入額      932 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
・その他権利行使の条件は、
当社取締役会において決定
する。      (注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するとき
は当社取締役会の承認を要
するものとする。 (注)３ 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

１ 

分割・併合の比率 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



＜平成17年３月30日定時株主総会決議＞ 

  (注) １ 各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使並び

に「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定に基

づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。 

(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するもの

とする。 

３ その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによ

る。 

  
当中間期末現在 
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年７月31日) 

新株予約権の数(個) 
258 

(注)１ 
同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 258,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
2,114 

(注)２ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日～ 
平成24年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      2,114 
資本組入額     1,057 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
・その他権利行使の条件は、
当社取締役会において決定
する。      (注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するとき
は当社取締役会の承認を要
するものとする。 (注)３ 

同左 

代用払込みに関する事項  ― ― 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

１ 

分割・併合の比率 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



＜平成18年３月30日定時株主総会決議＞ 

  (注) １ 各新株予約権の目的たる株式の数は、1,000株とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

(2) 時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を

改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使並び

に「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ２の規定に基

づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。 

(3) 資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するもの

とする。 

３ その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによ

る。 

  
当中間期末現在 
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年７月31日) 

新株予約権の数(個) 
280 

(注)１ 
同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 280,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
2,775 
(注)２ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日～ 
平成25年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      2,775 
資本組入額     1,388 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
・その他権利行使の条件は、
当社取締役会において決定
する。      (注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するとき
は当社取締役会の承認を要
するものとする。 (注)３ 

同左 

代用払込みに関する事項  ― ― 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

１ 

分割・併合の比率 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込価額 
＝ 
調整前 

払込価額 
× 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき、取締役及び従業員に新株引受権を付与して 

おり、その内容は次のとおりであります。 

＜平成14年３月28日定時株主総会決議＞ 

  (注）  権利付与日以降、株式の分割または併合が行なわれる場合、発行価額は分割または併合の比率に応じ比例的に

調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。また、権利付与日以降、時価を下回る

価額で新株を発行(転換社債の転換、新株引受権証券及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利

行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げる。 

  
当中間期末現在 
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年７月31日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 241,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
1,954 
(注) 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年４月１日～ 
平成21年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      1,954 
資本組入額      977 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・当社の取締役又は従業員の
地位を失った後も契約に定
める条件により権利を行使
できる。 
・権利を付与された者が死亡
した場合は、契約に定める
条件により相続人がこれを
行使できる。 
・権利付与日以降、当社が他
社と吸収合併もしくは新設
合併を行う場合等調整を必
要とする事由が生じた場合
は、必要最小限かつ合理的
な範囲内で付与株式数、発
行価額、行使期間その他の
条件の調整もしくは新株引
受権行使の制限を行い、ま
たは、未行使の新株引受権
を失効させることができ
る。 
・このほか、権利行使の条件
は、平成14年３月28日開催
の定時株主総会及び取締役
会決議に基づき、当社と付
与対象取締役及び従業員と
の間で締結する契約によ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・付与された権利は第三者に
譲渡、質入れその他の処分
をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

発行価額 
＝ 
調整前 

発行価額
× 

新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

      (注) 自己株式の消却による減少であります。 

(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 財団法人石橋財団は、美術教育及び体育の助成振興をはかり、もって文化の向上発展に寄与することを 

目的として設立された公益法人であります。 

２ 信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。 

３ 当社は自己株式33,006千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。 

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18年２月22日 

(注) 
△20,000 813,102 ― 126,354 ― 122,078 

  (平成18年６月30日現在)

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(％) 

財団法人石橋財団 東京都港区麻布永坂町１番地 76,693 9.43 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 42,298 5.20 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 42,016 5.17 

石 橋   寬 東京都港区 27,100 3.33 

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

(常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行) 

英国・ロンドン 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 
19,934 2.45 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 18,000 2.21 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 17,335 2.13 

株式会社永坂産業 東京都港区麻布永坂町１番地 16,325 2.01 

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番12号 16,028 1.97 

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一丁目３番３号 12,436 1.53 

計 ― 288,169 35.44 



(5）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が17,400株含まれております。

２ 「完全議決権株式(その他)」及び「総株主の議決権」欄の議決権の数には、いずれも証券保管振替機構 

名義の株式に係る議決権174個は含まれておりません。 

② 【自己株式等】 

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） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３ 【役員の状況】 

 前期の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  (平成18年６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  33,006,200 
― ― 

(相互保有株式) 

普通株式      14,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 779,797,500 7,797,801 ― 

単元未満株式 普通株式     284,621 ― ― 

発行済株式総数 813,102,321 ― ― 

総株主の議決権 ― 7,797,801 ― 

  (平成18年６月30日現在)

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(％)

㈱ブリヂストン 
東京都中央区京橋 

一丁目10番１号 
33,006,200 ― 33,006,200 4.06 

ブリヂストンタイヤ 

長野販売㈱ 

長野県松本市鎌田 

一丁目９番14号 
14,000 ― 14,000 0.00 

計 ― 33,020,200 ― 33,020,200 4.06 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 2,515 2,375 2,500 2,790 2,945 2,355 

最低(円) 2,275 2,155 2,235 2,460 2,290 2,065 



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。)に基づき作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６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18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

(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。)に基づき作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６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18年１月１日から平成18年６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

おります。 

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17年１月１日から平成17年６月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



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17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12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 注２          

１ 現金及び預金    226,802   175,387   199,008  

２ 受取手形及び 
売掛金 

   467,333   483,950   531,174  

３ 有価証券    5,822   4,999   5,000  

４ たな卸資産    433,827   522,685   464,972  

５ 繰延税金資産    59,354   70,458   49,698  

６ その他    72,340   99,107   82,012  

貸倒引当金    △15,954   △15,815   △16,232  

 流動資産合計    1,249,527 51.2  1,340,773 49.0  1,315,633 48.5

Ⅱ 固定資産   
         

１ 有形固定資産 
  
注１ 
注２ 

         

(1) 建物及び 
構築物   237,089   255,973   255,278   

(2) 機械装置 
及び運搬具 

  295,782   346,053   331,828   

(3) 土地   126,849   133,787   133,250   

(4) 建設仮勘定   67,564   107,167   89,785   

(5) その他   52,918 780,203  58,856 901,838  58,233 868,376  

２ 無形固定資産    15,629   17,844   17,139  

３ 投資その他の 
資産 

           

(1) 投資有価証券   245,177   295,826   304,739   

(2) 長期貸付金   17,425   15,125   16,815   

(3) 繰延税金資産   76,855   113,462   138,084   

(4) その他   56,886   54,850   49,835   

貸倒引当金   △818 395,525  △728 478,536  △663 508,812  

 固定資産合計    1,191,359 48.8  1,398,218 51.0  1,394,328 51.5

 資産合計    2,440,886 100.0  2,738,992 100.0  2,709,962 100.0

 



    
前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12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 

   176,056   189,257   206,977  

２ 短期借入金    203,914   254,073   210,628  

３ コマーシャル 
・ペーパー 

   1,329   17,815   11,770  

４ 一年内に 
償還する社債 

   6,275   31,008   6,000  

５ 未払法人税等    18,982   22,972   35,082  

６ 繰延税金負債    1,398   2,279   2,000  

７ 製品自主回収 
関連引当金 

   7,287   6,634   6,276  

８ 未払金    118,040   126,756   156,377  

９ 未払費用    170,823   180,895   177,965  

10 その他    44,239   45,802   42,694  

 流動負債合計    748,347 30.7  877,495 32.0  855,773 31.6

Ⅱ 固定負債            

１ 社債    141,743   127,015   147,001  

２ 長期借入金    191,207   225,336   204,340  

３ 繰延税金負債    47,932   73,111   72,566  

４ 退職給付引当金    196,914   185,765   194,619  

５ 製品保証引当金    17,354   18,494   18,284  

６ 環境対策引当金    －   4,643   5,886  

７ その他    39,485   41,432   47,960  

 固定負債合計    634,637 26.0  675,799 24.7  690,659 25.5

 負債合計    1,382,985 56.7  1,553,295 56.7  1,546,433 57.1

(少数株主持分)             

少数株主持分    32,906 1.3  － －  34,932 1.3

(資本の部)             

Ⅰ 資本金    126,354 5.2  － －  126,354 4.7

Ⅱ 資本剰余金    122,078 5.0  － －  122,078 4.5

Ⅲ 利益剰余金    869,843 35.6  － －  935,823 34.5

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

   115,106 4.7  － －  144,186 5.3

Ⅴ 為替換算調整勘定    △139,394 △5.7  － －  △102,038 △3.8

Ⅵ 自己株式    △68,994 △2.8  － －  △97,808 △3.6

 資本合計    1,024,994 42.0  － －  1,128,596 41.6

 負債、少数株主 
 持分及び資本合計 

   2,440,886 100.0  － －  2,709,962 100.0

(純資産の部)            

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金    －   126,354   －  

２ 資本剰余金    －   122,078   －  

３ 利益剰余金    －   929,076   －  

４ 自己株式    －   △62,867   －  

   株主資本合計    － －  1,114,641 40.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券 
評価差額金 

   －   139,515   －  

２ 繰延ヘッジ損益    －   △53   －  

３ 為替換算調整勘定    －   △106,711   －  

 評価・換算差額等 
 合計 

   － －  32,749 1.2  － －

Ⅲ 少数株主持分    － －  38,305 1.4  － －

 純資産合計    － －  1,185,696 43.3  － －

 負債及び純資産 
 合計 

   － －  2,738,992 100.0  － －



② 【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

  (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) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    1,256,239 100.0  1,424,800 100.0  2,691,375 100.0

Ⅱ 売上原価    814,076 64.8  949,577 66.6  1,751,940 65.1

売上総利益    442,163 35.2  475,222 33.4  939,435 34.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費            

１ 製品運賃   65,506   74,448   138,781   

２ 広告・販売促進費   51,358   58,560   102,539   

３ 給与手当   84,454   94,219   179,267   

４ 退職給付費用   5,788   7,080   12,329   

５ 減価償却費   7,935   9,020   16,393   

６ 研究開発費   38,534   42,318   79,415   

７ その他   96,504 350,083 27.9 105,462 391,110 27.5 196,857 725,584 27.0

営業利益    92,080 7.3  84,112 5.9  213,850 7.9

Ⅳ 営業外収益            

１ 受取利息   1,679   2,017   3,610   

２ 受取配当金   1,580   1,911   2,419   

３ 雑収入   9,808 13,068 1.1 7,114 11,043 0.8 16,671 22,700 0.9

Ⅴ 営業外費用            

１ 支払利息   6,826   10,558   15,226   

２ 為替損失   1,263   3,728   2,588   

３ 雑損失   8,395 16,485 1.3 10,028 24,315 1.7 20,632 38,447 1.4

経常利益    88,663 7.1  70,840 5.0  198,103 7.4

Ⅵ 特別利益            

１ 固定資産売却益 注１ 2,261   3,485   4,318   

２ 投資有価証券売却益   －   1,708   －   

３  厚生年金基金   
代行部分返上益 

  78,572 80,834 6.4 － 5,194 0.3 78,572 82,890 3.1

Ⅶ 特別損失            

１ 固定資産減損損失 注２ 2,990   －   4,009   

２  米州生産体制再編費用 注３ －   15,886   －   

３ 製品自主回収関連損失 注４ －   －   26,503   

４  環境対策引当金繰入額   － 2,990 0.2 － 15,886 1.1 5,886 36,399 1.4

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

   166,507 13.3  60,148 4.2  244,594 9.1

法人税、住民税及び
事業税 

  25,469   20,714   58,465   

法人税等調整額   37,279 62,748 5.0 4,765 25,479 1.8 1,793 60,259 2.3

少数株主利益    2,047 0.2  1,853 0.1  3,539 0.1

中間(当期)純利益    101,710 8.1  32,815 2.3  180,796 6.7



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(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) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高    122,078  122,078

Ⅱ 資本剰余金増加高    －  －

Ⅲ 資本剰余金減少高    －  －

Ⅳ 資本剰余金中間期末(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    837,764  837,764

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１ 中間(当期)純利益   101,710  180,796  

２ 在外会社固定資産評価替による増加   － 101,710 4,317 185,114

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１ 配当金   8,830  16,772  

２ 役員賞与   699  699  

３ 自己株式消却額   50,494  50,494  

４ 在外会社退職給付債務繰入額    9,593  19,052  

５ 自己株式処分差損   14 69,632 37 87,055

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高    869,843  935,823



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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 

前連結会計年度末残高 126,354 122,078 935,823 △97,808 1,086,448 144,186 － △102,038 34,932

 (当中間連結会計期間 
 変動額)          

配当金     △10,939   △10,939         

役員賞与     △784   △784         

中間純利益     32,815   32,815         

在外会社退職給付 
債務振戻額 

    10,264   10,264         

自己株式の取得       △3,359 △3,359         

自己株式の消却     △38,080 38,080 －         

自己株式の処分     △23 219 196         

株主資本以外の項目
の当中間連結会計期
間変動額(純額) 

          △4,671 △53 △4,673 3,373

当中間連結会計期間 
変動額合計 － － △6,747 34,940 28,193 △4,671 △53 △4,673 3,373

当中間連結会計期間末
残高 126,354 122,078 929,076 △62,867 1,114,641 139,515 △53 △106,711 38,305



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17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６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) 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   166,507 60,148 244,594 

減価償却費   60,667 70,121 127,608 

退職給付引当金の増減額(減少：△)   △79,028 △5,009 △100,838 

受取利息及び配当金   △3,260 △3,928 △6,029 

支払利息   6,826 10,558 15,226 

固定資産売却益   △2,261 △3,485 △4,318 

投資有価証券売却益   － △1,708 － 

固定資産減損損失   2,990 － 4,009 

製品自主回収関連損失   － － 26,503 

米州生産体制再編費用   － 15,886 － 

環境対策引当金繰入額    － － 5,886 

売上債権の増減額(増加：△)   △142 46,518 △47,234 

たな卸資産の増減額(増加：△)   △47,981 △59,947 △57,481 

仕入債務の増減額(減少：△)   △1,448 △34,347 47,942 

その他   △3,318 △16,025 △413 

小計   99,550 78,780 255,455 

利息及び配当金の受取額   3,302 3,900 6,057 

利息の支払額   △6,621 △9,352 △14,739 

製品自主回収関連支払額   △1,257 － △29,213 

法人税等の支払額   △50,771 △32,600 △68,577 

営業活動によるキャッシュ・フロー   44,202 40,726 148,982 

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   △92,206 △120,300 △196,494 

有形固定資産の売却による収入   4,254 3,737 7,699 

無形固定資産の取得による支出   － － △1,294 

投資有価証券の取得による支出   △10,260 △7,253 △20,471 

投資有価証券の売却による収入   － 2,537 － 

その他   1,648 △3,976 △6,354 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △96,564 △125,255 △216,915 

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：△) 
  105,983 46,491 123,122 

長期借入れによる収入   23,461 38,801 35,230 

長期借入金の返済による支出   △80,710 △12,892 △90,805 

社債の発行による収入   18,079 16,048 28,977 

社債の償還による支出   △11,545 △10,848 △17,920 

自己株式の取得による支出   △18,043 △3,359 △46,966 

セール・アンド・リースバック 

による収入 
  6,439 － 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 
  △3,661 － △2,904 

配当金の支払額   △8,823 △10,938 △16,772 

その他   △4,662 △1,538 △8,387 

財務活動によるキャッシュ・フロー   26,516 61,763 10,255 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   3,527 △917 7,531 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

(減少：△)    
  △22,317 △23,682 △50,145 

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

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
  241,409 189,898 213,581 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 連結の

範囲に関

する事項 

イ 連結子会社の数  439社 

主要な連結子会社名 

 連結子会社数の増減は、

次のとおりであります。 

(増加)16社 

(設立による増加ほか) 

(減少)12社 

(合併による消滅ほか) 

・ブリヂストンサイクル㈱ 

・ブリヂストンエラステック㈱ 

・ブリヂストンスポーツ㈱ 

・旭カーボン㈱ 

・ブリヂストンファイナンス㈱ 

・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北海道販売㈱ 

・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㈱ 

・THAI BRIDGESTONE CO., LTD. 

・P.T. BRIDGESTONE TIRE 

INDONESIA 

・台灣普利司通股份有限公司 

・BRIDGESTONE AUSTRALIA LTD. 

・BRIDGESTONE AMERICAS 

HOLDING, INC. 

・BRIDGESTONE FINANCE EUROPE B.V. 

・BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 

・BRIDGESTONE SOUTH AFRICA 

HOLDINGS (PTY) LTD. 

・普利司通(中国)投資有限公司 

・BRIDGESTONE EARTHMOVER 

TYRES PTY. LTD. 

イ 連結子会社の数  443社 

主要な連結子会社名 

 連結子会社数の増減は、

次のとおりであります。 

(増加)12社 

(設立による増加ほか) 

(減少)９社 

(合併による消滅) 

・ブリヂストンサイクル㈱ 

・ブリヂストン化成品製造㈱ 

・ブリヂストンエラステック㈱ 

・ブリヂストンスポーツ㈱ 

・ブリヂストンファイナンス㈱ 

・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北海道販売㈱ 

・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㈱ 

・ブリヂストンFVS㈱ 

・THAI BRIDGESTONE CO., LTD. 

・P.T. BRIDGESTONE TIRE 

INDONESIA 

・台灣普利司通股份有限公司 

・BRIDGESTONE AUSTRALIA LTD. 

・BRIDGESTONE FINANCE EUROPE B.V. 

・BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 

・BRIDGESTONE AMERICAS 

HOLDING, INC. 

・BRIDGESTONE SOUTH AFRICA 

HOLDINGS (PTY) LTD. 

・BRIDGESTONE NATURAL RUBBER 

(THAILAND) CO., LTD. 

・普利司通(中国)投資有限公司 

・BRIDGESTONE EARTHMOVER 

TYRES PTY. LTD. 

イ 連結子会社の数  440社 

 連結子会社は、第87期有

価証券報告書「第１ 企業の

概況 ４ 関係会社の状況」

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) 

  

  

  

  

  

  ロ 非連結子会社はありません。 ロ 非連結子会社はありません。 ロ 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 

イ 持分法適用関連会社の数 

200社 

主要な会社名 

 持分法適用会社数の増減

は、次のとおりでありま

す。 

(増加)２社 

(設立による増加ほか) 

(減少)４社 

(清算による消滅ほか) 

・BRISA BRIDGESTONE SABANCI 

LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 

イ 持分法適用関連会社の数 

190社 

主要な会社名 

 持分法適用会社数の増減

は、次のとおりでありま

す。 

(減少)８社 

(清算による消滅ほか) 

  

  

・BRISA BRIDGESTONE SABANCI 

LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 

イ 持分法適用関連会社の数 

198社 

 持分法適用関連会社は、

第87期有価証券報告書「第

１ 企業の概況 ４ 関係会社

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) 

  ロ 適用外の非連結子会社及び

関連会社はありません。 

ロ 適用外の非連結子会社及び

関連会社はありません。 

ロ 適用外の非連結子会社及び

関連会社はありません。 

 



  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

３ 連結子

会社の中

間決算日

(決算日)

等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、ブリヂ

ストン・リーガ㈱の中間決算

日は４月30日であります。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おりま

す。 

同左  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 

イ 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 

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) 

イ 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 

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) 

イ 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 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ロ 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。 

ロ デリバティブの評価基準 

及び評価方法 

同左 

ロ デリバティブの評価基準 

及び評価方法 

同左 

  ハ 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。 

ハ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

同左 

ハ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

同左 

  ニ 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。 

ニ 固定資産の減価償却の方法 

同左 

ニ 固定資産の減価償却の方法 

同左 

  ホ 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。 

ホ 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

ホ 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  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、当中間連結会計期間末

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。 

② 製品自主回収関連引当金 

同左 

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。 

  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、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

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

については、10年による按分

額を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

間以内の一定の年数(３～12

年)による定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、主と

して各連結会計年度の発生時

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

ております。 

 上記に加え、米州事業にお

いては、年金以外の退職給付

費用についてその総額を見積

り、従業員の役務提供期間を

基礎として配分しておりま

す。 

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、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。 

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。 

 



  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (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１日に厚生労働大臣

より厚生年金基金の代行部分

の過去分返上と、企業年金基

金への移行に対する認可を受

けました。当該事象による当

中間連結会計期間の連結損益

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、当社及び一部の国内

連結子会社は確定拠出年金法

の施行に伴い、平成17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、「退職給

付制度間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。当該移行による当中間連

結会計期間の連結損益への影

響額495百万円を営業外収益に

含め計上しております。 

  

  

(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。 

④ 製品保証引当金 

同左 

④ 製品保証引当金 

同左 

    

  

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。  

⑤ 環境対策引当金 

同左 

  ヘ 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。 

ヘ 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。 

ヘ 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。 

 



  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

   なお、在外子会社等の資産

及び負債は、中間連結決算日

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。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債は、中間連結決算日

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。 

 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。 

  ト 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。 

ト リース取引の処理方法 

同左 

ト リース取引の処理方法 

同左 

  チ 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。 

チ 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。 

チ ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 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 

同左 同左 

  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。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 振当処理及び特例処理によ

っておりますので有効性評価

は省略しております。 

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。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  リ 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 

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。 

リ 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 

消費税等の会計処理 

同左 

リ 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 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連

結(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って

おります。 

同左  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 

前中間連結会計期間 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(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、当中間連結会計期

間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

調整前中間純利益は2,990百万円減少

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。 

(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

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

中間純利益は379百万円減少しており

ます。 

  

(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。 

(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。 

  

 (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 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」(当中間連結会計期間△425百万円)並びに「投資有価証券売却

益」(同△271百万円)は、重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しております。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の取得による支出」(当中間連結会計期間△609百万円)並びに

「投資有価証券の売却による収入」(同358百万円)は、重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しております。 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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重要な事象に

対処しております。 

 フォード社(平成13年５月ＢＳＡで

は同社との新規取引停止を発表)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、Ｂ

ＳＡとフォード社は、タイヤ取引、

製造物責任訴訟及び自主回収に関連

する事項等について各レベルで協議

してきました。ここ数ヶ月の間、両

社は、自主回収と交換プログラムに

関連する事項等について、包括的な

解決に向けての協議を継続してお

り、双方の費用精算について活発に

議論しております。本件には、多く

の複雑な問題があり、どちらか一方

が完全に有利な形で決着するのは難

しい状況にあることから、最終的に

ＢＳＡに費用負担が生じる可能性も

ありますが、フォード社の要求に対

しては、反論の用意があるとＢＳＡ

は考えております。 

 詳細については、「(2）その他」

に掲げております。 

(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。 

 詳細については、「(2）その他」

に掲げております。 

(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

しました。 

  平成12年８月の自主回収以降、Ｂ

ＳＡ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ＢＳ

Ａは240百万米ドル(265億円)をフォ

ード社に支払いました。 

  詳細については、「(2）その他」

に掲げております。 



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17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

注１ 有形固定資産に対する減価償

却累計額 

1,392,324百万円 

注１ 有形固定資産に対する減価償

却累計額 

1,508,775百万円 

注１ 有形固定資産に対する減価償

却累計額 

1,463,080百万円 

注２ 担保に供している資産 

25,830百万円 

(上記に対応する債務) 

注２ 担保に供している資産 

28,106百万円 

(上記に対応する債務) 

注２ 担保に供している資産 

37,122百万円 

(上記に対応する債務) 

(短期借入金 6,169 

 長期借入金 4,107)

(短期借入金  3,766  

 長期借入金  2,455) 

(短期借入金 4,391 

 長期借入金 2,472)

＊１ 保証債務 

 従業員の銀行借入金ほかに対

する保証額 

595百万円 

＊１ 保証債務 

 従業員の銀行借入金ほかに対

する保証額 

561百万円 

＊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 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

7,388百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

8,417百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

8,472百万円 



(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

注１ 固定資産売却益 

  主として土地の売却益であり 

 ます。 

注１ 固定資産売却益 

  主として土地の売却益であり

 ます。 

注１ 固定資産売却益 

  主として土地の売却益であり

 ます。 

注２ 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。 

注２      ―――――― 注２ 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。  

注３    ―――――― 注３ 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。 

注３    ―――――― 

注４     ―――――― 注４     ―――――― 注４ 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。 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

   当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６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) 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39千株及び平成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108千株、単元未満株式の買い増し請求による

減少７千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日後となるもの 

  
前連結会計年度末

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当中間連結会計期間末
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 1,377 20,115 33,010 

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) 

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18年８月９日

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



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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17年６月30日現在） 

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６月30日現在） 

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） 

現金及び預金勘定 226,802百万円

有価証券勘定 5,822 

流動資産その他 10,000 

(金銭の信託)   

計 242,625 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預

金、債券等 

△1,216 

現金及び現金同等

物 
241,409 

現金及び預金勘定 175,387百万円

有価証券勘定  4,999 

流動資産その他 10,000 

(金銭の信託)   

計 190,387 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預

金、債券等 

△489 

現金及び現金同等

物 
 189,898 

現金及び預金勘定 199,008百万円

有価証券勘定  5,000 

流動資産その他  10,000 

(金銭の信託)   

計 214,009 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預

金、債券等 

△427 

現金及び現金同等

物 
213,581 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（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 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 28,984百万円

１年超 167,508 

合計 196,493 

１年内 30,370百万円

１年超 171,145 

合計 201,516 

１年内 30,876百万円

１年超 176,363 

合計 207,239 



(有価証券関係) 
  
１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表及び連結貸借対照表計上額 

  

(デリバティブ取引関係) 

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) 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。 

区分 

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

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) 

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) 

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 46,152 219,430 173,277 49,039 271,214 222,174 46,633 276,304 229,671 

(2)債券 3,876 3,884 7 3,000 2,985 △15 3,000 3,027 27 

(3)その他 － － － － － － － － － 

合計 50,029 223,314 173,285 52,039 274,199 222,159 49,633 279,331 229,698 

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

中間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 4,999 

優先株式 3,000 3,000 3,000 

非上場株式 2,036 2,369 2,451 

対象物 
の種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

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 119,571 121,992 △1,029 114,135 115,194 △895 109,271  110,102  △736 

  
通貨スワップ

取引 
1,401 △97 △97 1,401 － － 1,401  △55  △55 

金利 
金利スワップ

取引 
22,562 △1,022 △1,022 34,483 △510 △510 28,374 △734  △734 

商品 先物取引 288 330 42 － － － － － － 

合計     △2,106     △1,406      △1,526 



(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17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 (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) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 996,524 259,715 1,256,239 ― 1,256,239 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,599 13,357 14,957 (14,957) ― 

計 998,123 273,073 1,271,196 (14,957) 1,256,239 

営業費用 929,494 249,787 1,179,282 (15,122) 1,164,159 

営業利益 68,629 23,285 91,914 165 92,080 

  
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) 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 1,129,338 295,462 1,424,800 ― 1,424,800 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,432 12,778 14,210 (14,210) ― 

計 1,130,770 308,240 1,439,011 (14,210) 1,424,800 

営業費用 1,072,826 282,139 1,354,965 (14,277) 1,340,688 

営業利益 57,944 26,101 84,045 66 84,112 

  
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) 

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 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30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 

  

 当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

(注) １ その他地域においては、当中間連結会計期間に一部のセグメント間取引の契約関係の変更に伴い、「セグメ

ント間の内部売上高又は振替高」及び「営業費用」が前中間連結会計期間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) 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
397,150 535,500 176,483 147,104 1,256,239 ― 1,256,239 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
149,806 3,168 2,021 76,506 231,502 (231,502) ― 

計 546,957 538,668 178,504 223,611 1,487,742 (231,502) 1,256,239 

営業費用 488,748 519,376 169,807 212,834 1,390,767 (226,607) 1,164,159 

営業利益 58,208 19,292 8,696 10,776 96,974 (4,894) 92,080 

  
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) 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
416,905 639,627 196,818 171,449 1,424,800 ― 1,424,800 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
176,819 4,740 2,387 38,552 222,499 (222,499) ― 

計 593,724 644,368 199,205 210,001 1,647,300 (222,499) 1,424,800 

営業費用 540,353 624,260 192,674 200,440 1,557,728 (217,040) 1,340,688 

営業利益 53,370 20,107 6,531 9,561 89,571 (5,459) 84,112 



前連結会計年度 (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) 

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 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間 (自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 (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) 531,857 181,391 198,156 911,405 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 1,256,239 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
42.3 14.4 15.8 72.6 

  米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 635,805 203,039 225,855 1,064,699 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 1,424,800 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
44.6 14.3 15.9 74.7 

  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 



(１株当たり情報) 

 (注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後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

であります。 

摘要 
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,290.69円 1,470.84円 1,443.43円 

１株当たり中間(当期)純利益 127.05円 42.06円 226.92円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
127.03円 42.04円 226.86円 

  
前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益       

中間(当期)純利益 101,710百万円 32,815百万円 180,796百万円 

普通株主に帰属しない金額 － － 769百万円 

(うち利益処分による役員 

賞与金) 
－ － 769百万円 

普通株式に係る中間(当期) 

純利益 
101,710百万円 32,815百万円 180,026百万円 

普通株式の期中平均株式数 800,547千株 780,231千株 793,347千株 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
      

中間(当期)純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 161千株 280千株 225千株 

(うちストックオプション) 161千株 280千株 225千株 

        

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成12年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(自己株式譲渡方

式) 

普通株式    215千株 

平成18年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権方式) 

  

普通株式    280千株 

平成12年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(自己株式譲渡方

式) 

普通株式    215千株 

        

  平成17年３月30日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権方式) 

普通株式    258千株 

  

  

  

  



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
  (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
  (自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(自己株式の取得) 

 平成17年３月30日開催の定時株主

総会の決議に基づき、平成17年７月

１日から平成17年８月25日までの間

に当社普通株式を5,716千株、取得価

額12,359百万円で取得しておりま

す。 

  

――――――― 

  

  

  

(自己株式の消却) 

 当社は、平成18年２月17日開催の

取締役会において、商法第212条の規

定に基づき自己株式を消却すること

を決議し、下記のとおり実施しまし

た。 

  

１．消却した株式の種類 

  普通株式 

２．消却した株式の数 

  20,000千株 

３．消却した株式の総額 

  38,080百万円 

４．消却実施日 

  平成18年２月22日 

５．消却後の発行済株式総数 

  813,102,321株 



(2）【その他】 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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.及びその傘下

の事業会社（以下総称してＢＳＡ）

に対して、平成12年８月に発表した

タイヤ自主回収（平成13年８月に終

了）または米国高速道路交通安全局

(以下ＮＨＴＳＡ)による調査(同調査

は現時点で全て終了)の対象となった

ファイアストンブランドのタイヤ

「ウィルダネスＡＴ(エーティ

ー)」、「ラジアルＡＴＸ(エーティ

ーエックス)」及び「ラジアルＡＴＸ

Ⅱ(エーティーエックスツー)」に関

連し、人身事故や物損事故の原因を

タイヤトレッド剥離や他のタイヤ故

障に求める多数の製造物責任訴訟が

起こされており、一部の訴訟は当社

を共同被告としております。また、

懲罰的賠償を求めるものもこの製造

物責任訴訟に含まれております。さ

らに、訴訟の対象となるトレッド剥

離を含む事故にはフォード社の「エ

クスプローラー」が多くかかわって

いることから、フォード社も共同被

告となっております。 

 平成13年５月、フォード社はその

車両に装着されたファイアストンブ

ランドのタイヤ「ウィルダネスＡＴ

(エーティー)」の無料交換キャンペ

ーン(以下、交換プログラム)を実施

することを一方的に発表しました。

この交換プログラムは平成14年３月

に終了しております。平成12年８月

の自主回収以降、ＢＳＡとフォード

社はタイヤ取引、製造物責任訴訟及

び自主回収に関連する事項等につい

て各レベルで協議してきました。こ

こ数ヶ月の間、両社は、自主回収と

交換プログラムに関連する事項等に

ついて、包括的な解決に向けての協

議を継続しており、双方の費用精算

について活発に議論しております。

本件には、多くの複雑な問題があ

り、どちらか一方が完全に有利な形

で決着するのは難しい状況にありま

すが、フォード社の要求に対して

は、反論の用意があるとＢＳＡは考

えております。 

(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.及びその傘下

の事業会社(以下総称してＢＳＡ)に

対して、平成12年８月に発表したタ

イヤ自主回収(平成13年８月に終了)

の対象となったタイヤに関連し、人

身事故や物損事故の原因をタイヤト

レッド剥離や他のタイヤ故障に求め

る多数の製造物責任訴訟が起こされ

ており、一部の訴訟は当社を共同被

告としております。また、懲罰的賠

償を求めるものもこの製造物責任訴

訟に含まれております。さらに、訴

訟の対象となるトレッド剥離を含む

事故にはフォード社の「エクスプロ

ーラー」が多くかかわっていること

から、フォード社も共同被告となっ

ております。 

 製品自主回収に関する合理的な見

積り費用等は「製品自主回収関連引

当金」として貸借対照表に計上して

おりますが、製造物責任訴訟及び集

団訴訟については、未確定要素が多

く、現時点で正確に結果を予測する

ことは困難であり、最終的なＢＳＡ

の負担額が引当水準を上回る可能性

もあります。しかし、ＢＳＡとして

は、最終的に訴訟費用が確定した場

合、これによりその一期間業績に大

きな影響が生じる可能性はあるもの

の、その財務状態が重大な影響を受

けるとは考えておりません。 

  平成14年11月、ＢＳＡで製造され

たタイヤ「スチールテックス」(平成

17年12月末現在、約700万本が使用さ

れていたものと推計)には欠陥がある

として集団訴訟を提訴した弁護士

が、平成14年４月に米国高速道路交

通安全局(以下ＮＨＴＳＡ)がその調

査を終了した「スチールテックス」

に関して、ＮＨＴＳＡに調査の再開

を要請しましたが、平成15年６月、

ＮＨＴＳＡはこの要請を拒絶し、平

成16年３月、裁判所が原告の集団の

認定の申し立てを却下しました。原

告は、裁判所に新たな集団の認定の

申し立てを行うとともに、ＮＨＴＳ

Ａに救急車両用を含むすべての「ス 

(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.及びその傘下

の事業会社(以下総称してＢＳＡ)に

対して、平成12年８月に発表したタ

イヤ自主回収(平成13年８月に終了)

または米国高速道路交通安全局(以下

ＮＨＴＳＡ)による調査(同調査は現

時点で全て終了)の対象となったファ

イアストンブランドのタイヤ「ウィ

ルダネスＡＴ(エーティー)」、「ラ

ジアルＡＴＸ(エーティーエック

ス)」及び「ラジアルＡＴＸⅡ(エー

ティーエックスツー)」に関連し、人

身事故や物損事故の原因をタイヤト

レッド剥離や他のタイヤ故障に求め

る多数の製造物責任訴訟が起こされ

ており、一部の訴訟は当社を共同被

告としております。また、懲罰的賠

償を求めるものもこの製造物責任訴

訟に含まれております。さらに、訴

訟の対象となるトレッド剥離を含む

事故にはフォード社の「エクスプロ

ーラー」が多くかかわっていること

から、フォード社も共同被告となっ

ております。  

  平成13年５月、フォード社はその

車両に装着されたファイアストンブ

ランドのタイヤ「ウィルダネスＡＴ

(エーティー)」の無料交換キャンペ

ーン(以下、交換プログラム)を実施

することをＢＳＡの事前合意なしに

発表しました。この交換プログラム

は平成14年３月に終了しました。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。 

  このほかに自主回収対象の拡大を

求めるか、もしくは、自主回収又は

ＮＨＴＳＡの調査の対象になったタ

イヤそのものや自主回収の進め方に

より被ったとする経済的損失の補償

を求めて、様々な集団訴訟がＢＳＡ 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  このほかに自主回収対象の拡大を

求めるか、もしくは、自主回収又は

ＮＨＴＳＡの調査の対象になったタ

イヤそのものや自主回収の進め方に

より被ったとする経済的損失の補償

を求めて、様々な集団訴訟がＢＳＡ

に対して提起されており、その一部

は当社も対象となっております。ま

た、懲罰的賠償または法的な強制措

置を求めているものもあります。し

かし、平成14年５月、米国第７巡回

控訴裁判所において、全米規模での

集団の認定を覆す決定が下され、さ

らに平成15年１月、米国連邦最高裁

判所は、原告団の上告を受理しない

との決定を下しております。 

  平成15年６月、米国第７巡回控訴

裁判所は、州裁判所では全米規模の

集団を認定することはできない旨の

決定を行いました。一方で、原告団

は、いくつかの州において集団訴訟

を提起しており、イリノイ州及びサ

ウスカロライナ州では、州規模の集

団の認定がなされております。ＢＳ

Ａは平成15年７月、各州裁判所に提

起された複数の集団訴訟の原告団と

和解に関する基本的合意に至りまし

た。これにより、多くの集団訴訟が

解決されることになります。和解案

は、テキサス州裁判所に提出されて

おり、平成15年７月、同州裁判所の

予備承認を受けております。同州裁

判所は平成16年３月、和解内容の公

正性、適切性及び合理性を認定しま

した。この認定を不服とする複数の

反対者が上訴しておりましたが、平

成17年３月、これらの反対者は原告

団と和解案の一部修正の合意に至

り、上訴を取り下げる申し立てを提

出しました。同州裁判所は平成17年

５月、この和解を最終的に承認しま

した。ＢＳＡは、和解条件を履行す

る手続きを進めております。 

  ＢＳＡは、当中間連結会計期間に

おいて製造物責任保険による填補金

を除く訴訟関連費用として11百万米

ドル(12億円)を支払い、その結果、

当中間連結会計期間末における引当

金残高は65百万米ドル(72億円)とな

っております。 

チールテックス」を再調査するよう

要請しましたが、ＮＨＴＳＡは平成

16年９月、この要請を却下し調査を

終結しており、平成17年２月、裁判

所も原告による再度の集団の認定の

申し立てを却下しました。さらに原

告は、平成17年６月、ロサンゼルス

の連邦裁判所にＢＳＡ及び当社を被

告として新たな二つの集団訴訟を提

起しており、平成18年、ＮＨＴＳＡ

に対しても再調査を要請しておりま

す。ＢＳＡは、この問題を徹底検討

し、「スチールテックス」の性能を

継続して監視しております。ＢＳＡ

は、平成16年２月、約23万本の「ス

チールテックス」を交換する自主的

な安全キャンペーンを実施すると発

表し、この安全キャンペーンは平成

16年12月に実質的に終了しました

が、その他のタイヤについては交換

の必要はないと考えております。ま

た、関連する訴訟についても何ら法

的根拠はないと確信しており、積極

的に防御していく方針であります。

従って、ＢＳＡ及び当社は、本件に

関して何ら引き当てを行っておりま

せん。 

  平成13年１月、ＢＳＡ及び当社に

対して、ＮＨＴＳＡの調査対象とな

ったタイヤの品質について問題があ

ることを知りながらこれを隠し適正

情報開示を怠ったことは米国証券取

引法に違反すると申し立てる２件の

訴訟が起こされ、その後これらの訴

訟は併合されました。平成14年10

月、米国連邦地方裁判所は、これら

の訴訟を却下し、さらに平成15年２

月、原告団の再審理の申し立てを却

下しました。原告団は米国連邦控訴

裁判所に控訴しておりましたが、平

成16年10月、連邦控訴裁判所は、平

成11年の当社の英文財務諸表及び平

成12年８月のＢＳＡの対外発表の情

報開示が米国証券取引法に違反する

とする訴訟についての米国連邦地方

裁判所による訴訟却下の決定を覆

し、審理を差し戻しております。平

成16年11月、ＢＳＡ及び当社は、連

邦控訴裁判所に再審理の申し立てを

行いましたが、平成17年５月、この 

に対して提起され、その一部は当社

も対象となっており、懲罰的賠償ま

たは法的な強制措置を求めているも

のもありました。しかし、平成14年

５月、米国第７巡回控訴裁判所にお

いて、全米規模での集団の認定を覆

す決定が下され、さらに平成15年１

月、米国連邦最高裁判所は、原告団

の上告を受理しないとの決定を下し

ました。 

  平成15年６月、米国第７巡回控訴

裁判所は、州裁判所では全米規模の

集団を認定することはできない旨の

決定を下しました。一方で、原告団

は、いくつかの州において集団訴訟

を提起し、イリノイ州及びサウスカ

ロライナ州では、州規模の集団の認

定がなされましたが、ＢＳＡは平成 

15年７月、各州裁判所に提起された

複数の集団訴訟の原告団と和解に関

する基本的合意に至りました。和解

案は、テキサス州裁判所に提出さ

れ、平成15年７月、同州裁判所の予

備承認を受けました。同州裁判所は

平成16年３月、和解内容の公正性、

適切性及び合理性を認定しました。

この認定を不服とする複数の反対者

が上訴しておりましたが、平成17年

３月、これらの反対者は原告団と和

解案の一部修正の合意に至り、上訴

を取り下げる申し立てを提出しまし

た。同州裁判所は平成17年５月、こ

の和解を最終的に承認し、ＢＳＡは

和解内容の履行を開始しておりま

す。 

  製品自主回収に関する合理的な見

積り費用等は「製品自主回収関連引

当金」として貸借対照表に計上して

おりますが、製造物責任訴訟及び集

団訴訟については、未確定要素が多

く、現時点で正確に結果を予測する

ことは困難であり、最終的なＢＳＡ

の負担額が引当水準を上回る可能性

もあります。しかし、ＢＳＡとして

は、最終的に訴訟費用が確定した場

合、これによりその一期間業績に大

きな影響が生じる可能性はあるもの

の、その財務状態が重大な影響を受

けるとは考えておりません。 

  平成14年11月、ＢＳＡで製造され 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  しかしながら、製造物責任訴訟、

自主回収と交換プログラムをめぐる

請求及び集団訴訟については、未確

定要素が多く、現時点で正確に結果

を予測することは困難であり、最終

的なＢＳＡの負担額が引当水準を大

きく上回る可能性もあります。しか

し、ＢＳＡとしては、最終的に訴訟

費用が確定した場合、これによりそ

の一期間業績に大きな影響が生じる

可能性はあるものの、その財務状態

が重大な影響を受けるとは考えてお

りません。 

  平成14年11月、ＢＳＡで製造され

たタイヤ「スチールテックス」(平成

16年12月末現在、約1,100万本が使用

されていたものと推計)には欠陥があ

るとして集団訴訟を提訴した弁護士

が、平成14年４月にＮＨＴＳＡがそ

の調査を終了した「スチールテック

ス」に関して、ＮＨＴＳＡに調査の

再開を要請しておりましたが、平成 

15年６月、ＮＨＴＳＡはこの要請を

拒絶し、平成16年３月、裁判所が原

告の集団の認定の申し立てを却下し

ております。原告は、裁判所に新た

な集団の認定の申し立てを行うとと

もに、ＮＨＴＳＡに救急車両用を含

むすべての「スチールテックス」を

再調査するよう要請しておりました

が、ＮＨＴＳＡは平成16年９月、こ

の要請を却下し調査を終結してお

り、平成17年２月、裁判所も原告に

よる再度の集団の認定の申し立てを

却下しております。さらに原告は、

ロサンゼルスの連邦裁判所にＢＳＡ

及び当社を被告として新たな二つの

集団訴訟を提起しており、ＮＨＴＳ

Ａに対しても再調査を要請する意思

を表明しております。ＢＳＡは、こ

の問題を徹底検討し、「スチールテ

ックス」の性能を継続して監視して

おります。ＢＳＡは、以下に記す通

り平成16年２月に、一部の「スチー

ルテックス」を交換する自主的な安

全キャンペーンを実施すると発表し

ました。ＢＳＡは、その他のタイヤ

については交換の必要はないと考え

ております。また、関連する訴訟に

ついても何ら法的根拠はないと確信 

申し立ては却下され、また、米国連

邦最高裁判所に審理の申し立てを行

いましたが、平成17年10月、この申

し立ては却下されました。この結

果、この訴訟は米国連邦地方裁判所

に差し戻されました。平成17年11

月、ＢＳＡ及び当社は訴訟却下に向

けて補足意見書を提出しましたが、

この申し立ては認められず、開示手

続きが開始されております。ＢＳＡ

及び当社は、原告の主張には法的根

拠がないものと考えており、積極的

に防御する方針であります。従っ

て、ＢＳＡ及び当社は、本件に関し

て何ら引き当てを行っておりませ

ん。 

たタイヤ「スチールテックス」(平成

17年12月末現在、約700万本が使用さ

れていたものと推計)には欠陥がある

として集団訴訟を提訴した弁護士

が、平成14年４月にＮＨＴＳＡがそ

の調査を終了した「スチールテック

ス」に関して、ＮＨＴＳＡに調査の

再開を要請しましたが、平成15年６

月、ＮＨＴＳＡはこの要請を拒絶

し、平成16年３月、裁判所が原告の

集団の認定の申し立てを却下しまし

た。原告は、裁判所に新たな集団の

認定の申し立てを行うとともに、Ｎ

ＨＴＳＡに救急車両用を含むすべて

の「スチールテックス」を再調査す

るよう要請しましたが、ＮＨＴＳＡ

は平成16年９月、この要請を却下し

調査を終結しており、平成17年２

月、裁判所も原告による再度の集団

の認定の申し立てを却下しました。

さらに原告は、ロサンゼルスの連邦

裁判所にＢＳＡ及び当社を被告とし

て新たな二つの集団訴訟を提起して

おり、ＮＨＴＳＡに対しても再調査

を要請する意思を表明しておりま

す。ＢＳＡは、この問題を徹底検討

し、「スチールテックス」の性能を

継続して監視しております。ＢＳＡ

は、平成16年２月、一部の「スチー

ルテックス」を交換する自主的な安

全キャンペーンを実施すると発表し

ましたが、その他のタイヤについて

は交換の必要はないと考えておりま

す。また、関連する訴訟についても

何ら法的根拠はないと確信してお

り、積極的に防御していく方針であ

ります。従って、ＢＳＡは、本件に

関して何ら引き当てを行っておりま

せん。 

  平成13年１月、ＢＳＡ及び当社に

対して、ＮＨＴＳＡの調査対象とな

ったタイヤの品質について問題があ

ることを知りながらこれを隠し適正

情報開示を怠ったことは米国証券取

引法に違反すると申し立てる２件の 

訴訟が起こされ、その後これらの訴

訟は併合されました。平成14年10

月、米国連邦地方裁判所は、これら

の訴訟を却下し、さらに平成15年２

月、原告団の再審理の申し立てを却 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

しており、積極的に防御していく方

針であります。従って、ＢＳＡは、

本件に関して何ら引き当てを行って

おりません。 

  平成16年２月、ＢＳＡは2000年か

ら2002年型、及び一部の2003年型フ

ォード「エクスカージョン」に装着

された約230千本(当初、297千本と推

定)の「スチールテックス・ラジアル

Ａ/Ｔ(エー/ティー)」タイヤ、サイ

ズ ＬＴ265/75Ｒ16、ロードレンジＤ

を交換する自主的な安全キャンペー

ンを開始すると発表しました。対象

となるタイヤは、平成11年３月から

平成14年12月にかけて、カナダのケ

ベック州のジョリエット工場で製造

されましたが、ＢＳＡでは現在この

タイヤを製造しておりません。ＢＳ

Ａは、この措置に関連して、輸出さ

れたフォード「エクスカージョン」

に装着されていた約20千本のタイヤ

も交換いたします。なお、この安全

キャンペーンは、平成16年12月に実

質的に終了しております。  

  平成13年１月、ＢＳＡ及び当社に

対して、ＮＨＴＳＡの調査対象とな

ったタイヤの品質について問題があ

ることを知りながらこれを隠し適正

情報開示を怠ったことは米国証券取

引法に違反すると申し立てる２件の

訴訟が起こされ、その後これらの訴

訟は併合されました。平成14年10

月、米国連邦地方裁判所は、これら

の訴訟を却下し、さらに平成15年２

月、原告団の再審理の申し立てを却

下しました。原告団は米国第６巡回

控訴裁判所に控訴しておりました

が、平成16年10月、控訴裁判所にお

いて米国連邦地方裁判所による訴訟

の却下の決定が覆され、審理が差し

戻されております。平成16年11月、

ＢＳＡ及び当社は、再審理の申し立

てを行いましたが、平成17年５月、

この申し立ては却下されました。Ｂ

ＳＡ及び当社は、米国連邦最高裁判

所に本件の審理を求める予定であり

ます。ＢＳＡ及び当社は、原告の主

張には法的根拠がないものと考えて

おり、積極的に防御する方針であり

ます。 

 下しました。原告団は米国連邦控訴

裁判所に控訴しておりましたが、平

成16年10月、連邦控訴裁判所は、平

成11年の当社の英文財務諸表及び平

成12年８月のＢＳＡの対外発表の情

報開示が米国証券取引法に違反する

とする訴訟についての米国連邦地方

裁判所による訴訟却下の決定を覆

し、審理を差し戻しております。平

成16年11月、ＢＳＡ及び当社は、連

邦控訴裁判所に再審理の申し立てを

行いましたが、平成17年５月、この

申し立ては却下され、また、米国連

邦最高裁判所に審理の申し立てを行

いましたが、平成17年10月、この申

し立ては却下されました。この結

果、この訴訟は米国連邦地方裁判所

に差し戻されました。平成17年11

月、ＢＳＡ及び当社は訴訟却下に向

けて補足意見書を提出しております

が、現時点において、却下の申し立

てについての判断は下っておりませ

ん。ＢＳＡ及び当社は、原告の主張

には法的根拠がないものと考えてお

り、積極的に防御する方針でありま

す。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ベネズエラの複数の政府当局によ

って、ファイアストンブランドのタ

イヤを装着したフォード社の「エク

スプローラー」にかかわる事故の調

査が行われておりますが、その調査

対象タイヤのほとんどはＢＳＡの現

地子会社で生産されたものでありま

す。この調査の目的は、ＢＳＡ及び

フォード両社の現地子会社役員及び

管理職あるいは会社に対して過料そ

の他の罰を科すべきか判断するもの

であり、この調査はまだ終了してお

りません。ベネズエラにおける問題

については、未確定要素が多く、現

時点で、正確に結果を予測すること

は困難であります。しかし、ＢＳＡ

としては、これによりその業績や財

務状態が重大な影響を受けるとは考

えておりません。 

  



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17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12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   145,117   73,693   107,833    

２ 受取手形   2,777   2,872   3,726    

３ 売掛金   239,496   261,374   297,042    

４ 有価証券   4,999   4,999   4,999    

５ たな卸資産   68,475   88,304   73,078    

６ 繰延税金資産   12,399   10,939   11,772    

７ その他   29,899   40,146   33,621    

貸倒引当金   △59   △30   △33    

流動資産合計     503,106 33.2  482,300 29.8   532,041 32.4

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 注１             

(1) 建物   70,984   74,208   73,980    

(2) 機械及び装置   66,786   74,307   71,323    

(3) その他   96,343   106,045   102,252    

計   234,114   254,561   247,556    

２ 無形固定資産   1,217   1,184   1,183    

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券   183,515   244,747   250,474    

(2) 関係会社株式   560,554   585,695   568,772    

(3) 関係会社出資金   23,502   42,274   31,901    

(4) その他   8,109   7,229   7,744    

貸倒引当金   △1   ―   ―    

計   775,680   879,946   858,892    

固定資産合計     1,011,012 66.8  1,135,692 70.2   1,107,632 67.6

資産合計     1,514,119 100.0  1,617,993 100.0   1,639,674 100.0

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12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 買掛金   77,549   88,813   101,356    

２ 一年内に償還する 
社債 

  ―   20,000   ―    

３ 未払法人税等   8,956   11,597   20,557    

４ その他   98,040   105,248   118,617    

流動負債合計     184,546 12.2  225,659 14.0   240,531 14.7

Ⅱ 固定負債               

１ 社債   130,000   110,000   130,000    

２ 長期借入金   100,000   100,000   100,000    

３ 繰延税金負債   27,526   59,067   59,088    

４ 退職給付引当金   56,570   51,568   53,875    

５ 環境対策引当金   ―   4,496   5,735    

６ その他   8,832   5,092   8,792    

固定負債合計     322,928 21.3  330,223 20.4   357,492 21.8

負債合計     507,475 33.5  555,883 34.4   598,023 36.5
          
 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12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
(％) 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金     126,354 8.3  ― ―   126,354 7.7

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金   122,078   ―   122,078    

資本剰余金合計     122,078 8.1  ― ―   122,078 7.4

Ⅲ 利益剰余金               

１ 利益準備金   31,278   ―   31,278    

２ 任意積立金               

(1）特別償却準備金   2,332   ―   2,332    

(2）固定資産圧縮 
積立金 

  12,992   ―   12,992    

(3）別途積立金   603,310   ―   603,310    

３ 中間(当期)未処分 
利益 

  93,378   ―   117,603    

利益剰余金合計     743,292 49.2  ― ―   767,518 46.8

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    83,911 5.5  ― ―   123,505 7.5

Ⅴ 自己株式     △68,993 △4.6  ― ―   △97,807 △5.9

資本合計     1,006,644 66.5  ― ―   1,041,650 63.5

負債及び資本合計     1,514,119 100.0  ― ―   1,639,674 100.0

                             

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金     ― 126,354   ― 

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金   ― 122,078 ―   

資本剰余金合計     ― 122,078   ― 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金   ― 31,278 ―   

(2) その他利益剰余金         

特別償却準備金   ― 3,081 ―   

固定資産圧縮 
積立金 

  ― 13,768 ―   

別途積立金   ― 659,310 ―   

繰越利益剰余金   ― 50,122 ―   

利益剰余金合計     ― 757,560   ― 

４ 自己株式     ― △62,866   ― 

株主資本合計     ― ― 943,127 58.2   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券 
評価差額金 

    ― 118,982   ― 

評価・換算差額等 
合計 

    ― ― 118,982 7.4   ― ―

純資産合計     ― ― 1,062,109 65.6   ― ―

負債及び純資産合計     ― ― 1,617,993 100.0   ― ―
          



② 【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

 (自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)  

前事業年度の 
要約損益計算書 

 (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) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     400,204 100.0 445,448 100.0   855,023 100.0 

Ⅱ 売上原価     258,789 64.7 298,297 67.0   549,893 64.3

売上総利益     141,415 35.3 147,150 33.0   305,129 35.7

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

    92,041 23.0 100,687 22.6   189,371 22.2

営業利益     49,374 12.3 46,463 10.4   115,758 13.5

Ⅳ 営業外収益 注１   15,894 4.0 15,079 3.4   20,964 2.5

Ⅴ 営業外費用 注２   4,711 1.2 8,187 1.8   12,273 1.4

経常利益     60,557 15.1 53,356 12.0   124,450 14.6

Ⅵ 特別利益 注３   71,231 17.8 3,182 0.7   71,231 8.3

Ⅶ 特別損失 注４   1,038 0.2 ― ―   6,778 0.8

税引前中間 
(当期)純利益 

    130,750 32.7 56,538 12.7   188,903 22.1

法人税、住民税
及び事業税 

  11,075   13,458 31,925   

法人税等調整額   35,555 46,631 11.7 3,843 17,301 3.9 40,669 72,595 8.5

中間(当期) 
純利益 

    84,118 21.0 39,237 8.8   116,308 13.6

前期繰越利益     59,768 ―   59,768 

自己株式処分 
差損 

    14 ―   37 

自己株式消却額     50,494 ―   50,494 

中間配当額     ― ―   7,941 

中間(当期) 
未処分利益 

    93,378 ―   117,603 

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) (単位：百万円)

科目 

株主資本 
評価・ 

換算差額等

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 

評価差額金資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 

特別償却 

準備金 

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

前事業年度末残高 126,354 122,078 31,278 2,332 12,992 603,310 117,603 △97,807 918,144 123,505

(当中間会計期間 

変動額) 
          

配当金          △10,939   △10,939  

役員賞与          △152   △152  

前事業年度利益処分

に係る特別償却準備

金積立額 
      656   △656   ―  

当中間会計期間に係

る特別償却準備金積

立額 
      92   △92   ―  

前事業年度利益処分

に係る固定資産圧縮

積立金積立額 
       122  △122   ―  

当中間会計期間に係

る固定資産圧縮積立

金積立額 
       652  △652   ―  

別途積立金積立額         56,000 △56,000   ―  

中間純利益          39,237   39,237  

自己株式の取得           △3,359 △3,359  

自己株式の消却          △38,080 38,080 ―  

自己株式の処分          △23 219 196  

株主資本以外の項目

の当中間会計期間変

動額(純額) 

              △4,523

当中間会計期間変動額 

合計 
― ― ― 748 775 56,000 △67,481 34,940 24,982 △4,523

当中間会計期間末残高 126,354 122,078 31,278 3,081 13,768 659,310 50,122 △62,866 943,127 118,982
             



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 資産の

評価基準

及び評価

方法 

(1) 有価証券 

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) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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) 

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) 

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

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 

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 

 時価法によっております。 

(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、貯

蔵品は移動平均法による原価

法によっております。 

(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 

 定率法によっております。 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

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 

 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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）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お

ります。 

 なお、会計基準変更時差異

については、10年による按分

額を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

ております。 

 また、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時にお 

(2）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

間以内の一定年数(10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、各事

業年度の発生時における従業 

(2）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

間以内の一定年数(10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、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(10年)の定額法で、 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ける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

をそれぞれ発生年度の翌事業

年度から費用処理することと

しております。 

員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(10年)の定額法で、

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

  （追加情報） 

 当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１日に厚生労働大

臣より厚生年金基金の代行部

分の過去分返上と、企業年金

基金への移行に対する認可を

受けました。当該事象による

当中間会計期間の損益への影

響額71,231百万円を特別利益

として計上しております。 

 また、当社は確定拠出年金

法の施行に伴い、平成17年４

月に退職一時金制度の一部に

ついて確定拠出年金制度及び

前払退職金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に

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

る当中間会計期間の損益への

影響額730百万円を営業外収

益に含め計上しております。 

  

  

（追加情報）  

 当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

よる当事業年度の損益への影

響額71,231百万円を特別利益

として計上しております。  

  また、同年４月に退職一時

金制度の一部について確定拠

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

事業年度の損益への影響額730

百万円を営業外収益に含め計

上しております。 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく金

額398百万円を計上してお

り、固定負債の「その他」に

含めて表示しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく金

額518百万円を計上してお

り、固定負債の「その他」に

含めて表示しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく金

額461百万円を計上しており、

固定負債の「その他」に含め

て表示しております。 

    

  

(4) 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。 

(4) 環境対策引当金    

 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、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おりま

す。 

同左  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

として処理しております。 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

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

計処理によっております。 

同左 同左 

６ 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。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (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 

  振当処理及び特例処理によっ

ておりますので有効性評価は省

略しております。 

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 

同左 

７ その他

中間財務

諸表(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お

ります。 

 なお、仮払消費税等は仮受

消費税等と相殺し、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(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お

ります。 

 なお、仮払消費税等は仮受

消費税等と相殺し、流動資産

の「未収入金」に含めて表示

しております。 



会計方針の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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

日に終了する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会計

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、税引前中間純利益は

1,038百万円減少しております。 

 なお、当社は、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。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「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

益及び税引前中間純利益は58百万円

減少しております。 

(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。  

(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

日に終了する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったこと

に伴い、当事業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、税引前当期純利益は

1,042百万円減少しております。 

 なお、当社は、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。 

  (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、当事業年度より

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。 

 売掛金         8,821百万円 

 買掛金    16,298 

 未払金     9,004 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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重要な事象に

対処しております。 

 フォード社(平成13年５月ＢＳＡで

は同社との新規取引停止を発表)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、Ｂ

ＳＡとフォード社は、タイヤ取引、

製造物責任訴訟及び自主回収に関連

する事項等について各レベルで協議

してきました。ここ数ヶ月の間、両

社は、自主回収と交換プログラムに

関連する事項等について、包括的な

解決に向けての協議を継続してお

り、双方の費用精算について活発に

議論しております。本件には、多く

の複雑な問題があり、どちらか一方

が完全に有利な形で決着するのは難

しい状況にあることから、最終的に

ＢＳＡに費用負担が生じる可能性も

ありますが、フォード社の要求に対

しては、反論の用意があるとＢＳＡ

は考えております。 

 詳細については、「１ 中間連結

財務諸表等 (2)その他」に掲げてお

ります。 

(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。 

 詳細については、「１ 中間連結

財務諸表等 (2)その他」に掲げてお

ります。 

(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

しました。 

  平成12年８月の自主回収以降、Ｂ

ＳＡ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ＢＳ

Ａは240百万米ドル(265億円)をフォ

ード社に支払いました。 

  詳細については、「１ 中間連結

財務諸表等 (2)その他」に掲げてお

ります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

795,549百万円 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

827,352百万円 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

809,890百万円 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE 

B.V.発行の社債に対する債務 

保証 

18,000百万円 

(ユーロ円建普通社債 

18,000百万円) 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE

B.V.ほか発行の社債に対する

債務保証 

28,000百万円 

(ユーロ円建普通社債 

28,000百万円) 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE

B.V.発行の社債に対する債務

保証 

23,000百万円 

(ユーロ円建普通社債 

23,000百万円) 

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

1,329百万円 

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

8,993百万円 

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

8,389百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

490百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

450百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

453百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

6,276百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

6,932百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

7,186百万円 



(中間損益計算書関係) 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加39千株、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。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少108千株、単元未満株式の買い増し請求による減少

７千株及び自己株式の消却による減少20,000千株であります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

注１ 営業外収益のうち 注１ 営業外収益のうち 注１ 営業外収益のうち 

受取利息及び
有価証券利息 

159百万円 

受取配当金 12,376  

受取利息及び
有価証券利息 

151百万円

受取配当金 11,716  

受取利息及び
有価証券利息 

301百万円

受取配当金 15,189  

注２ 営業外費用のうち 注２ 営業外費用のうち 注２ 営業外費用のうち 

支払利息 1,406百万円 

為替損失 1,135  

支払利息 1,408百万円

為替損失 3,829  

支払利息 2,841百万円

関係会社株式 
評価損 

1,288  

為替損失 2,344  

注３ 特別利益 注３ 特別利益 注３ 特別利益 

厚生年金基金 
代行部分返上益 

71,231百万円 
固定資産 
売却益 

1,486百万円

投資有価証券
売却益 

1,695百万円

厚生年金基金 
代行部分返上益 

71,231百万円

注４ 特別損失 注４    ────── 注４ 特別損失   

固定資産減損
損失 

1,038百万円   固定資産減損
損失 

1,042百万円

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に

よるものであります。 

  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に

よるものであります。  

  環境対策引当
金繰入額 

5,735百万円

＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額  

有形固定資産 23,147百万円 

無形固定資産 4  

有形固定資産 25,562百万円

無形固定資産 2  

有形固定資産 47,128百万円

無形固定資産 9  

 
前事業年度末 
株式数 

増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式(千株) 51,744 1,377 20,115 33,006 



(リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

(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 

(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 

(有形固定資産) (有形固定資産) (有形固定資産) 

  
機械及 
び装置 

(百万円) 

 その他 
(百万円) 

 合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額  825  1,448  2,273 

減価償却 

累計額 

相当額 
 660  787  1,447 

中間期末

残高 

相当額 
 165  661  826 

  
機械及 
び装置 

(百万円)

 その他 
(百万円)

 合計 

(百万円)

取得価額 

相当額  895  1,477  2,373 

減価償却 

累計額 

相当額 
 812  978  1,790 

中間期末

残高 

相当額 
 83  498  582 

  
機械及 
び装置 

(百万円) 

 
工具器具
及び備品 

(百万円) 

 合計 

(百万円)

取得価額 

相当額  881  1,410  2,292 

減価償却 

累計額 

相当額 
 753  855  1,608 

期末残高 

相当額 
 128  554  683 

(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

より算定しております。 

(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

より算定しております。 

(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

定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 381百万円

１年超 445 

合計 826 

１年内 334百万円

１年超 248 

合計 582 

１年内 378百万円

１年超 304 

合計 683 

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期末

残高等に占めるその割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期末

残高等に占めるその割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等に

占めるその割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定してお

ります。 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 198百万円

(減価償却費相当額) 

支払リース料 202百万円

(減価償却費相当額) 

支払リース料 397百万円

(減価償却費相当額) 

(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

おります。 

(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

おります。 

(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

おります。 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ 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 未経過リース料 

１年内 76百万円

１年超 35 

合計 112 

１年内 65百万円

１年超 24 

合計 89 

１年内 82百万円

１年超 25 

合計 107 



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

(重要な後発事象) 

区分 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

中間貸借対
照表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

中間貸借対
照表計上額
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

子会社株式 3,600 5,432 1,832 3,600 4,921 1,320 3,600 5,714 2,113 

関連会社 
株式 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 3,600 5,432 1,832 3,600 4,921 1,320 3,600 5,714 2,113 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(自己株式の取得) 

 平成17年３月30日開催の定時株主

総会の決議に基づき、平成17年７月

１日から平成17年８月25日までの間

に当社普通株式を5,716千株、取得価

額12,359百万円で取得しておりま

す。 

  

―――――― 

(自己株式の消却) 

 当社は、平成18年２月17日開催の

取締役会において、商法第212条の規

定に基づき自己株式を消却すること

を決議し、下記のとおり実施しまし

た。 

１．消却した株式の種類 

  普通株式 

２．消却した株式の数 

  20,000千株 

３．消却した株式の総額 

  38,080百万円 

４．消却実施日 

  平成18年２月22日 

５．消却後の発行済株式総数 

  813,102,321株 



(2）【その他】 

中間配当 

 平成18年８月９日開催の取締役会において、次のとおり第88期の中間配当を行うことを決議しております。 

その他 

 タイヤ自主回収に関する事項については、「１ 中間連結財務諸表等 (2）その他」に掲げております。 

１株当たりの中間配当金 中間配当金額 支払開始日 

12円 9,361,153,152円 平成18年９月１日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

 当中間期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おります。 

(1) 有価証券報告書及び 

その添付書類 

事業年度 

(第87期) 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

平成18年３月30日 

関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

(第87期) 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

平成18年８月25日 

関東財務局長に提出 

(3) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１ 

項及び第２項第２号の２の規定に基づく臨時報 

告書 

平成18年３月30日 

関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書の訂正報告書     平成18年４月28日 

関東財務局長に提出 

(5) 発行登録書(普通社債)及び 

その添付書類 

    平成18年２月21日 

関東財務局長に提出 

(6) 訂正発行登録書(普通社債)     平成18年２月22日 

平成18年３月30日 

平成18年４月28日 

及び平成18年８月25日 

関東財務局長に提出 

(7) 自己株券買付状況報告書     平成18年１月13日 

平成18年２月10日 

平成18年３月14日 

及び平成18年４月13日 

関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



    
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社ブリヂストン 

  

  

  

  

  

 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」に掲げられている株式会

社ブリヂストンの平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年１月１日か

ら平成17年６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、中間連結剰

余金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、株式会社ブリヂストン及び連結子会社の平成17年６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17年１月１日から平成17年６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。 

  

追記情報 

 追加情報の(タイヤ自主回収に関する事項）に記載されているとおり、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の対象タイヤに関連して発生した訴訟及びタイ

ヤ交換等重要な事項がある。 

  

 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

  

平成17年８月25日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  滝  口  勝  昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     克  次  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  市  川  育  義  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年８月24日

株式会社ブリヂストン   

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 林     克  次  ㊞ 

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 觀     恒  平  ㊞ 

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 市  川  育  義  ㊞ 

 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

られている株式会社ブリヂストンの平成18年１月１日から平成18年12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１月１日から平成18年６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、株式会社ブリヂストン及び連結子会社の平成18年６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１月１日から平成18年６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

 ※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



    
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社ブリヂストン 

  

  

  

  

  

 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」に掲げられている株式会

社ブリヂストンの平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第87期事業年度の中間会計期間(平成17年１月１日から

平成17年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益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、株式会社ブリヂストンの平成17年６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17年１月

１日から平成17年６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。 

  

追記情報 

 追加情報の(タイヤ自主回収に関する事項)に記載されているとおり、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の対象タイヤに関連して発生した訴訟及びタイ

ヤ交換等重要な事項がある。 

  

 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

  

平成17年８月25日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  滝  口  勝  昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     克  次  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  市  川  育  義  ㊞ 

  
※ 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、その原本は当社が別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年８月24日

株式会社ブリヂストン   

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 林     克  次  ㊞ 

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 觀     恒  平  ㊞ 

 
指定社員 
業務執行社員

 公認会計士 市  川  育  義  ㊞ 

 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

られている株式会社ブリヂストンの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第88期事業年度の中

間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６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、株式会社ブリヂストンの平成18年６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１月１日から平成18年６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

 ※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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