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コンパニー・ジェネラル・デゼタブリスモン・ミシュラン 
2002 年決算 

 
 
 

ミシュランは「オールテレーン（あらゆる地表を走破する）」力をさらに強化： 
 

・2002 年、引き続き不安定な市場環境下で力強い業績向上を達成 
・財務体質を強化 
・2003 年、地政学的な状況が不透明なため収益目標を発表することは控えるものの、引き続き業績改

善を目指す 
 
 

販売量 ＋2.9%  営業利益 ＋18% 純利益＋96% 
フリーキャッシュフロー ＋107%  純負債 －10 億ユーロ 

 
 
「市場がいまだ 2000 年レベルを下回る中、私たちの 2002 年決算では大きな改善が見られることに満

足しています。この決算は私たちがあらかじめ立てた目標を上回っています。このことは、ミシュラン

があらゆる地表を走破する「オールテレーン」タイヤのように厳しい環境を乗りきる力があることを表

わしています。この好調な業績は、ミシュラングループの成長を支えてきた「慎重な経営とリスク管理」

という原則から外れることなく、全員が強い決意を持ってこの数年来取り組んできた長期的な業務が実

を結んだものです。 
 
2003 年は不透明な年になるでしょう。このような状況下、私たちはしっかりと従来の方針を堅持し、

自分達の戦略を実践していかなければなりません。 
 
2002 年決算を受けて、私たちは 2003 年にさらに業績を伸ばすべく決意を固めています。」 
 
―エドワール・ミシュラン。 
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単位 百万ユーロ  2002 年 12 月 31 日 2002／2001 比較 

売上高 15,645 -0.8% 

  為替差損を除く  +2.7% 

販売量  +2.9% 

営業利益 1,225 +18% 

売上高に対する営業利益率 7.8% 6.6% 

純利益 614 +96% 

フリーキャッシュフロー  637 +107% 

純金融債務 3,818 -10 億ユーロ  
(-20%) 

 

販売量 ＋2.9% 

2002 年も各地域のタイヤ市場は、2000 年の水準に達しませんでした。 
  
このような中で年度を通じ、トンベースの販売量は 2.9%の伸びを達成しました。これには、2001 年に

比べてウィンター・タイヤが大きく伸びたことと、グループで実施している戦略が新たな段階に入った

ことが寄与しています。 
・東欧での力強い成長 
・中国で持続的な成長を維持 
・価格ミックスのさらなる改善―2001 年は価格ミックスの効果が顕著に現れましたが（＋5.4%）、2002
年はこの効果が続いていることが確認できる程度にとどまりました（＋0.1%）。実際、市販市場向けよ

り直需向けの販売が大きく伸びたため、2001 年上半期から実施している価格引き上げの効果がはっき

りあらわれなかったと言えます。しかし、第 3 四半期にすでに見られたように、この傾向は 2002 年度

末には弱まっています。 
 
営業利益 ＋18% 

以下のようなプラス要因を反映して、営業利益は 2001 年より 18%近く伸びています。 
・ミシュラングループが 3 年前に着手したコスト削減努力の成果が続いています。特に、ヨーロッパで

1999 年、北米で 2001 年に導入された競争力強化計画の 2002 年目標を達成しました。 
・原材料費は 2001 年と比べかなり上昇したものの、営業利益に対しては若干ながらプラスの効果をも

たらしました。2001 年下半期にコストが大幅に低下したこと（－6%）が、2002 年の利益に好影響

を及ぼし、2002 年上半期のコスト上昇の影響は部分的に相殺されました。 
営業利益で見てミシュランの収益の 45％近くを占める北・南米の通貨が年度後半、急速に下落したこ

とを考慮すると、上記の業績はさらに注目に値すると言えます。たとえば、ユーロは、ドルに対して通

年で平均 5.3％、第 4 四半期には 12.5％も上昇しました。 
  
平均販売単価が向上したのは、数年来実施している価値向上戦略が 2002 年も成果を上げているからで

すが、先に述べた直需向けタイヤと市販タイヤの構成比の変化も反映しています。 
 
純利益 ほぼ二倍増 
ミシュラングループの純利益は 6 億 1400 万ユーロに達し、過去 10 年間で最高水準の結果となりまし

た。 
  
純利益が前年度比で倍増したのは、次の 3 つの要因からです。 
・特別損益が、2001 年に 2900 万ユーロのマイナスだったのとは対照的に、当期はプラス 7500 万ユー

ロとなりました。その大きな項目としては、北米におけるいくつかの不動産売却によるキャピタルゲ
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インがあります。 
・金融純債務が 10 億ユーロ近く削減されたことに加え、為替変動も有利に作用し、金融費用が 2001
年と比べて 19％減りました。 

・2001 年の平均課税率は 50％を超す例外的な高水準でしたが、2002 年にはミシュラングループの構

成と事業活動により見合った 38.4％にまで下がりました。 
 
フリーキャッシュフロー ＋107％ 

2002 年に財務構造を強化したことにより、ミシュランは会社の成長に必要な資金を確保しつつ、年金

などの従業員向け繰り延べ費用をまかなうことができます。 
 
キャシュフローは 12 億 2500 万ユーロで、売上に占める割合は 7.8％でした。（2001 年は 8.4％。）しか

も、この数字はグループの様々な従業員年金基金へ 3 億 4700 万ユーロを支払った後のものです。従業

員年金基金へのミシュラン側の負担分の支払いと、特定の非外部化確定給付年金（一部の国での追加的

年金基金、米国の退職者のための医療保険など）の範囲に含まれる年金受給者への定期的な支払いは、

キャッシュフローから十分な余裕を持って行えます。 
 
ミシュランの年金基金は現地の規制に従い、正しく資産化されています。運用実績は業界水準を上回り

ました。繰り延べ年金債務に関連するキャッシュアウトは、おおむねキャッシュフローでカバーされま

す。このように、グループは健全な財務状態にあります。 
 
不透明な経済環境下、ミシュランは慎重に投資案件を選んでいます。このことは、外部の成長部分を除

く有形および無形資産への総投資額が 0.7 ポイント減少したことにも表れています。総投資額は 9 億

6700 万ユーロ、2001 年には売上高の 7.3％であったのに対し、6.2％となりました（ただし、上海ミシ

ュラン・ウォーリア分を除く）。投資額はグループの目標に沿っています。 
 
数年前に開始した在庫削減の努力を、2002 年も継続しました。棚卸資産は 28 億 6000 万ユーロで、2001
年 12 月 31 日時点の水準から 13.4％下がりました。為替レートの影響を除けば、棚卸資産は 4.2％減、

売上に占める割合は一年前の 20.9％から 18.3％まで減少しました。 
 
この結果、為替変動と連結対象の変化による影響を除けば、商業運転資金需要は、2001 年 12 月 31 日

時点の水準より 1 億 6900 万ユーロ減少しました。 
 
これらの改善に加え、現在の為替レート換算で売掛金を 7.2％圧縮したことも寄与して、フリーキャッ

シュフローが倍増しました。フリーキャシュフローは 6 億 3700 万ユーロで、昨年の二倍に相当し、PSA
のミシュラン持ち分を一部売却したことによるキャピタルゲインもこの伸びに貢献しました。 
 
純負債 －10 億ユーロ 

金融純負債は 38 億 1000 億ユーロで、10 億ユーロ減りました。為替変動と連結対象の変化を除くと、

2001 年 12 月 31 日時点の水準から、4 億 5700 万ユーロ、9.4％減少しました。この結果、負債比率は

1998 年以来始めて 100％を切り、前年の 113％から 85％に下がりました。 
 
2002 年、グループは 15 億ユーロの債券発行を行いました。発行条件はミシュランのファンダメンタル

ズに対する債券市場の好意的な認識を反映した内容でした。調達された資金は一部の短期銀行借入と劣

後ローンの支払いに充てられました。 
 
純負債には、特定の勘定の証券化に関する資金調達も含まれておりますが、これはグループの貸借対照

表にすべて連結計上されています。 
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セグメント情報 
 営業利益 営業利益率 

（売上に対する％） 
 2002 2001 02/ 01 2002 2001 

 百万ユー

ロ 
全体にお

ける％ 

百万ユー

ロ 
全体にお

ける％ 
変化   

乗用車・ライトトラック 765 62.4% 711 68.4% +7.6% 9.6% 8.9% 
トラック 485 39.6% 343 33.0% +41.3% 12.3% 8.8% 
その他の活動 -24 (2.0%) (14) (1.3%) -0.2 pt -0.5% -0.3% 
グループ 
 

1,225 100% 1,040 100%  7.8% 6.6% 

 
乗用車／軽トラック 前進が続く 

このセグメントは、三年前からいくつかの要因がプラスに働いています。グループにおける製品と市場

のミックスの改善、在庫管理の進歩、市販・直需市場とも硬直していた価格を 2000 年から引き上げた

こと、生産性の向上、そしてコスト構造の改善です。 
 
しかしこれらの進歩も、北米の市販市場の減速と南米経済の悪化により、わずかながら勢いが落ちてい

ます。 
 
市販タイヤ市場では、2002 年、ヨーロッパのウィンター・タイヤが顕著な伸びを示したことは注目に

値します。直需では、GM ヨーロッパとの販売契約に向けられていた数量が、徐々に、他のより利益率

の高い市場に振り替えられています。 
 
トラック、市場低迷にも関わらず、営業利益 41.3%アップを達成 
トラック事業では営業利益率が急速に改善しています。2001 年から 3.5 ポイント上昇し、ほぼ 2000
年の水準に戻りました。これは各地域、特に北米の市場規模が、当時の記録的な水準を下回っている中

での達成です。一部の市場がはっきりと悪化を見せる中、2001 年、トラック部門は構造改革および短

期的改善により損益分岐点を引き下げることに重点を置きました。 
 
また、同部門では 2002 年は市場が厳しくなると予想していました。しかし、実際には市場は予想より

はよい状態で、一部ではマーケットシェアを伸ばすことができました。米ドルとブラジルのレアルの下

落に関わらず業績が好調だったのは、投資管理を的確にしたこと、年間を通じて在庫レベルを抑えたこ

と、売掛金を厳しく管理したこと、そして損益分岐点が低下したことが要因として挙げられます。全般

的には、北米、アジア、南米で導入された価格引き上げはその後もしっかりと保たれています。 
 
生産の柔軟性が向上し競争力が高まったこと、アジア市場およびリトレッド事業の好調な売上、大手輸

送会社向けのサービス開発などにより、グループは中期目標達成へむけて自信を深めています。 
 
その他の活動 為替差損が収益性に影響 
三つ目のセグメント、「その他の活動」は為替変動の影響を最も強く受けました。営業利益率が微減

（2001 年から－0.2 ポイント）したのは、ほとんどドルにおける対ユーロレートの下落の影響によるも

のです。特に、建設車両用タイヤの売上は二つの面から大きく影響を受けました。 
・銅と石炭の価格下落による鉱山業の景気悪化に苦しめられました。 
・グループの生産拠点の大半がヨーロッパにあるのに対し、建設車輌用タイヤ市場の大部分はドル圏に

あるため、ユーロに対するドルの暴落は収益性を強く圧迫しました。 
 
今後の見通し：ミシュランは 2003 年以降もさらに業績を伸ばし、市場環境への抵抗力をつけていきま

す 
ミシュランは 2003 年も引き続き、グローバルに収益性と持続的な成長を目指す戦略を実践していきま

す。 
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現在、グループではタイヤ市場は安定的に推移すると予想していますが、同時に、縮小するリスクもあ

ると考えています。原材料価格は上昇する見通しですが、ユーロに対するドル安によってその影響は抑

えられるでしょう。輸送、エネルギー、保険、特定の繰り延べ社会債務に関する保険数理上の損益の償

却など、一部のコストは増えるでしょう。 
 
好調な業績と財務体質の強化からも見て取れるように、ミシュランは市場が低迷した 2001 年と 2002
年を見事に切り抜けました。2003 年は地政学的な要因から先行きがあまりに不透明なため、収支予想

を立てることができませんが、さらに長期的な展望を抱いてこの歩みを続けていきます。 
 
損益計算書の他の項目については、以下の要因も考慮に入れる必要があります。 
・先に発表されたスペインでの生産再編プログラムの実施に伴うコストに備えて上半期決算（2003 年

6 月 30 日締）で準備金を増やしていきます。 
・ヴィボーグループのヨーロッパにおけるタイヤ流通事業の買収は、欧州委員会（競争総局：DG 

Competition）の承認が条件となります。この買収が承認された場合、ヴィボーグループは 2003 年

には連結対象になります。この買収によりのれん代が設定され、ミシュランの会計原則に従って本会

計年度中に完全に償却されます。 
 
＊＊＊ 
 
コンパニー・ジェネラル・デゼタブシスモン・ミシュラン 

 
2002 年度のコンパニー・ジェネラル・デゼタブリスモン・ミシュラン (CGEM)の決算報告書では 3 億

3240 万ユーロの利益が示されています。 
 
決算報告書はすでに監査役会に提出されています。共同社主は 2003 年 5 月 16 日金曜日午前 9 時 00
分、クレルモンフェランで株主総会を招集し、2003 年 5 月 22 日に一株当たりフィスカルクレジット

前で正味配当金 0.93 ユーロを支払うことを提案します。2001 年度の配当金は一株当たり 0.85 ユーロ

でした。今回、配当金を 9%増やしたことは（前年は 5%増）は、不透明な経済状況下におけるさらな

る業績向上に向けたグループの自信を示すものです。 
 
＊＊＊ 
 
コンパニー・フィナンシエール・ミシュラン 

 
2002 年、コンパニー・フィナンシエール・ミシュラン (CFM)の売上高は 159 億ユーロ、2001 年比で

0.7%減でした。恒常為替レートではユーロで 2.8%増になります。営業利益は 11 億 5120 万ユーロで

23.4%上昇しました。純利益は 4 億 7520 万ユーロでした。 
 
CFM とコンパニー・ジェネラル・デゼタブリスモン・ミシュランの売上の範囲はほぼ同じであり、定

性的コメントは CFM にも等しく当てはまります。 
 
スイスにおいて、2002 年 10 月 3 日に無記名株に対する公開交換を募集し、2002 年 11 月 17 日に終了

しました。これにより、現在、コンパニー･ジェネラル・デゼタブリスモン・ミシュランはコンパニー・

フィナンシエール・ミシュラン（CFM）の資本金の 99.79%を保有しています。 
 
コンパニー・フィナンシエール・ミシュランはフランス国外のグループの子会社すべてと、マニファク

チュール・フランセーズ・デ・プヌマティック・ミシュランの 60%を保有しています。この保有によ

り、2002 年 3 月末にミシュラン・フィナンス・ルクセンブルグ S.A. (MIFILUX)による 15 億ユーロの

債券発行が認められました。 
 

2002 年決算に関するより詳細な報告書は、IR 部に文書で請求することにより入手可能です。また、イ
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ンターネット上のサイトwww.michelin.comや、フリーダイヤル 0 800 000 222 による案内も行なって

います。 
 

2003 年第一四半期の売上げは 2003 年 4 月 23 日、ユーロネクスト・パリの取引終了後に発表されます。 
 

タイヤ市場およびミシュランに関するより詳細な情報は、

www.michelin.com/corporate/inestorrelations/fr/fact_book.jspにあるファクトブックで参照できます。

また IR 部では CD-ROM（2003 年 3 月中旬以降）でも提供してします。 
 
＊＊＊ 
 
メディアリレーション部 （33）1 45 66 22 22 
 

 

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします

ミシュランジャパングループ広報部 

石井 

Tel：03－5210－2731  Fax：03－5210－2736 

ミシュランホームページ：http://www.michelin.co.jp 

 
＊ミシュランでは、インターネットを活用することによって速報性を高めると同時に報道機関の皆様のお

手間を省くことを目的に、オンラインメディアセンターを開設し、電子メールでのプレスリリースの配信、

企業情報やアニュアルレポートの掲載など、利便性の高いサービスを提供しています。URL は

http://www.michelin.co.jp/news/p1.htm です。情報源の一つとしてご活用いただけると幸いです。 
 

http://�C���^�[�l�b�g�A�h���Xwww.mi
http://www.michelin.com/corporate/inestorrelations/fr/fact_book.jsp
http://www.michelin.co.jp/

