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コンパニー・ジェネラル・デ・ゼタブリスマン・ミシュラン

2003年度上半期決算

これまでにない厳しい状況のなか、2003会計年度上半期には営業利益率が前年同期
の 7.3%から 7.9%に改善するなど、ミシュランの業績は拡大

2003会計年度上半期の純売上高（通貨変動要因は除く）は、前年同期比で 4.4%拡大しました。
しかしながら、この変動要因を加味した場合には、同 6%の減少となります。

これはタイヤ市場が予想どおり安定して推移する中で達成されたものであり 2003年上半期への
グループの予想とも一致しています。原材料調達コストは大きく上昇したものの、事業の活発化

と厳格なコスト管理により、この影響はおおむね抑制されています。

純利益に対するキャッシュフローは 10%となり、前年同期の 8.1%から約 2ポイント拡大しまし
た。

一方で、複数の例外的な要因により、純利益は同 35%の減益となっています。

ミシュランは通年でのタイヤ市場の見通しはよくて横ばいとの予想を変えていません。下半期に

は、原材料コストが上半期同様、高い水準でとどまるとみています。

ミシュランの子会社であり欧州最大の販売網であるユーロマスターが欧州北部での事業強化のた

め行なったヴィボーの買収にからむのれん代の償却は、2003会計年度単年で処理されます。こ
れは、2003会計年度通年の純利益には大きな圧迫要因となるでしょう。

前年から引き続き厳しい状況が続いており、改善に向かう兆候はみられませんが、ミシュランは

今後も業績の向上と世界市場での一段の競争力強化に努めていきます。

単位 100万ユーロ 2003年 6月 30日 前年同期比

2003/2002
2002年 6月 30日

売上

営業利益

売上に対する営業利益率

7,348.2
578.3
7.9%

-6.1%
+1.5%

7,821.0
569.6
7.3%

当期純利益 165.5 -34.9% 254.1
2003年 6月 30日付連結会計決算に使われた規則と手法は、フランス会計基準委員会（"Comite
francais de la Reglementation Comptable"）の会計規則 99-02に基づく。



売上の背景には、各地域の対照的な市場状況と非常に不利な為替の推移がありました。

2002年上半期に対する売上の 6％減少は、以下のように分析できます。
� 為替レートの変動からマイナス 10％の影響がありました。2002年末にすでに見受けられた

ように、この影響は主に南北米の通貨に起因するものです。米ドルはユーロに対して 19％
下落しました。

� 販売数量の増加により 2.4％のプラス影響がありました。この傾向は実際のエンドユーザー
需要の拡大というより、むしろ、ヨーロッパを中心とするディーラー在庫の積み増しが原因

です。

販売数量の増加はタイヤ市場が各国様々であったことを反映しています。上半期の市場は比

較的安定していましたが、2001年の水準には依然として達していません。

・　販売数量マーケット別

I. 乗用車・ライトトラック（市販）

・ヨーロッパ

ヨーロッパでの販売数量の増加（上半期で+3.8％）は、市場全体の伸びを下回り
ました。市場全体の伸びは、主に競合他社による特定の販売促進活動によって起

きたものでした。さらに、東ヨーロッパでは、ユーロに対する現地通貨の下落を

補うため、価格を引き上げてユーロ建てでの売上高を安定させる決定を行いまし

た。

ここ数年続いているように、グループのカテゴリーと製品のミックスがさらに改

善されました。特に VZレンジと４×４の力強い売上の伸びは言及に値します。

・北米

北米上半期の特徴は、売上が 2002年上半期と比べ 3.1％下がったことでした。こ
れには、特にイラク戦争のあった 3-5月期を中心とする消費者心理の悪化、第 1
四半期のガソリン価格高騰、2002年 1・2月に二度目のファイヤストンタイヤ回
収が終了したため昨年上半期と比較すると今期が不利になること、市場全体と

SUVセグメントの回復が遅れたことなど複数の要因がありました。

こうした環境の下、グループの売上は前年同期を 3.9％下回り、今期のグループ
のマーケットシェアは微減しました。これには二つの主な理由があり、そのいず

れもがファイヤストーンの回収と密接に関連しています。ひとつは、2001年 6
月よりフォードが行った二度目のファイヤストーンのリコールにより発生した

2002年 1・2月の SUVタイヤの急激な販売増です。このリコールに対するミシ
ュランの貢献度は 30％を超えました。二つ目の理由は、「プレミアム」ブランド
のマーケットシェアが一時的に下がり「バリュー」ブランドが有利になる状況で

す。ミシュランは「プレミアム」ブランドの市場でかなりの割合の売上を上げて

います。2000年には、同年 8月のファイヤストーンリコールで生じた危機感や
懸念から、一部の消費者が通常の購買行動を離れ、そのほとんどが「プレミア

ム」ブランドである「フラッグ」ブランドを買うことで安心感を得ようとしまし

た。グループの予想どおり、こういった消費者の一部は今、元の購買パターンに

戻りつつあります。また、この現象が、現在の米国経済に広がる不透明感に対す

る消費者の懸念を背景とした価格感応度の高まりによって、一時的に増幅されて

います。



・アジア

アジアでは、高付加価値セグメントに重点を置きつつ、集中成長方針を維持して

います。日本では市販市場においてこのプランの導入が完了し、実を結びつつあ

ります。中国ではこの上半期もグループの売上の伸びは市場全体の伸びを上回り

ました。これはミシュランだけでなく、製品群が刷新されたばかりのウォーリヤ

ブランドのタイヤについても同様です。

・南米

南米では、グループの業績はブラジル市場の穏やかな回復の恩恵を受けましたが、

スペイン語圏市場の困難な状況の影響は続いています。2002年同様、販売金額の
減少を抑えるために多くの現地通貨ベースで価格引き上げを実施しています。

・中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、トルコとペルシャ湾周辺諸国での顕著な好業績などか

ら、売上が拡大しました。

II. 乗用車・ライトトラック（直需）

・ヨーロッパ

ヨーロッパでは、上半期 5.1％減となりました。直需と市販の販売バランスの改
善とミックスの質的改善への取り組み、および、ゼネラルモーターズヨーロッパ

との供給契約を 2002年 8月に更新しなかった影響から、販売数量は 17％減少し
ました。この推移はミシュランの予想通りであり、一方でグループのカテゴリー

／製品ミックスは、上半期、トップレンジ（VZレンジ,４×４）を中心として、
より豊かになりました。

・北米

北米でも同様に、市場が下降する中で今期もミシュランの売上の勢いは市場を上

回りました。パフォーマンスおよび SUVセグメントにおけるマーケットシェア
拡大により、グループの製品ミックスはさらに改善されました。

・アジア

アジアでは、グループは日本の自動車メーカーへのマーケットシェアを伸ばしま

した。中国では、グループは自動車販売の好調な伸びから恩恵を受けるとともに、

マーケットシェアを顕著に伸ばしました。

III. トラック（市販）

・ヨーロッパ

ヨーロッパでのグループの売上の伸びは今期も市場の伸びを上回りました。この

「セルイン」売上の伸びは、品不足から納品できていなかった 2002年の受注残
を 2003年年初に納入したことなど、特殊な状況が主な原因といえます。グルー
プが第 2四半期末に平均 3％の価格引き上げを実施するにあたり一部のタイヤデ
ィーラーが購入を前倒ししたため、売上の上昇要因となりました。

・北米

北米では、輸送産業を苦しめたディーゼル価格の急騰が目立った、厳しいマクロ

経済環境下において、グループは市販市場の売上を 8％伸ばしました。グループ
の販売数量とマーケットシェアは 2000年を下回ったまま中での達成でした。



・南米

南米においては、ブラジルの市販市場は 2002年同期比で 4.5％下落しましたが、
その中でグループは売上を伸びました。2002年と 2003年年初に実施された価格
引き上げは現在も維持されています。

・アジア

アジアでは、ミシュランは中国を中心としてラジアルタイヤの売上を伸ばしまし

た。2001年、2002年からこの業績は続いています。SARSの流行からほとんど
影響を受けることなく、このように力強い成長を実現したことは言及するに値す

るでしょう。

・中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、2003年上半期、トラック向けタイヤの販売数量が上昇
しました。アルジェリアの工場の操業再開を活かし、ミシュランは北アフリカの

各市場に進出しています。中東と南アフリカでの売上も好調でした。

IV. トラック（直需）

・ヨーロッパ

上半期、ミシュランは市販市場での需要によりよく対応するため、何度か、パワ

ーユニット・セグメントの生産能力を市販市場向けの生産に充当しました。また、

トレーラー・セグメントではグループの売上が市場自体の急激な冷え込みと同様

に推移しました。これら二つの要因が合わさったことが、グループの業績推移が

パワーユニット市場全体の推移を下回った理由です。

・北米

北米ではグループの直需市場におけるグローバルマーケットシェアが若干減りま

した。この原因は、市場におけるグループのミックスが不利に働いたことです。

市場の成長を牽引したのは好調なトレーラー・セグメントでしたが、このセグメ

ントでのグループ事業活動は、技術的により高度なパワーユニット・セグメント

ほど活発ではありません。

� 恒常為替レートでプラス 2.0％の価格／ミックス効果。この進歩は製品ミックスの継続的な
改善と、南アメリカを中心として 2002年と 2003年に実施された価格引き上げがもたらし
ました。また直需より市販市場の伸びが速かったため、市場ミックスが有利に働いたことも

好影響を及ぼしました。

� 最後に、グループの連結範囲は 2002年上半期と変わっていないため、連結決算の範囲によ
る影響はありませんでした。ヨーロッパにおけるヴィボーのタイヤ販売事業買収は 2002年
3月 31日に最終的に調印されました。4月 1日付けで連結決算に加えられるため、現在進
行中のデューディリジェンスが完了し次第、グループの下半期連結財務諸表に含められます。

かつてない厳しい事業環境の中で 2003年上半期、営業利益率は 7.3％から 7.9％に上昇

売上は 6.0％減りましたが、営業利益は改善しました。これは、地表からの「クリアランス」を
保ち、あらゆる路面を走破する「オールテレーン」タイヤのようにパフォーマンスを高めていこ

うというグループの努力を端的に表しています。



2002年上半期と比較して売上が 0.6％伸びたことは、正真正銘かつ永続的なものですが、だから
といって、長引く厳しい事業環境を無視してはなりません。そこで以下の要素に照らして、厳密

に分析する必要があります。

� 2002年と比較して、好調な販売数量の伸び
この伸びは第 1四半期、そしてトラック市場で特に顕著でした。アジアでの販売は乗用車・
ライトトラックでさらに堅調な伸びを見せました。

� 原材料調達コストによる営業利益への大きなマイナス影響

上半期、グループは 2002年下半期中に生じたコスト上昇（米ドルで＋13％。原材料の 3/4
がドルないしはドルに連動する通貨建てで請求されます）に苦しめられました。これは原材

料が調達されてから生産工程で実際に消費されるまでの約 4ヶ月から 6ヶ月にわたるタイム
ラグによるものです。

� 平均価格とミックスの改善

2002年と比較して改善された直需／市販ミックスと、乗用車／ライトトラックを中心とす
るカテゴリーミックスの継続的な進捗により、この傾向が強まりました。市場の展開やミシ

ュランの方針により、市販タイヤの販売量（トン）で 3.4％上昇した一方、直需市場での販
売量は 2.4％の上昇でした。

� 在庫の変化による営業利益への好影響。

通常、タイヤ事業は季節変動として、上半期に完成品の在庫が積み上げられ、逆に下半期は

在庫が減るというパターンをとります。

その意味で 2002年の上半期は通常とは違い、当時、指摘されたような在庫の増加がありま
せんでした。

一方、2003年の上半期はグループの完成品在庫は正常の季節パターンに戻りました。その
結果、上半期はこの傾向から営業利益率が 2002年同期比で 1.1％改善しました。しかし、
下半期の在庫水準低下は 2002年下半期と同じ程度になるはずなので、通年の営業利益への
プラス効果は相殺されます。

� 予定された給付金コストの上昇

この上昇の理由は：

　⇒　2002年 12月 31日時点での、未計上の保険数理による損益の上昇に加えて、さらに
年間の償却費用（人件費として計上）が高くなったため。

　⇒　2003年のコスト計算に織り込まれていた、年金資産の期待長期収益率に関する前提
を下げたため。

しかし、過去 3年と同様、ミシュランが実施してきた「オールテレーン」能力強化の取り組
みが、営業利益の改善に全面的に寄与しました。

2003年上半期の純利益 35％減少を導いた特別項目
経常外損益は 1億 7800万ユーロの損失でしたが、大半にあたる 1億 6500万ユーロは特に、年
初に発表されたグループのスペインにおける生産体制再編計画（課税前で 1億 4000万ユーロ）
と、6月に発表されたフランスでの施策（1300万ユーロ）における再編策のコストに起因して
います。

この結果、2003年上半期の純利益は大幅に減少します。

ミシュランの貸借対照表は健全

事業環境が改善の兆しを見せない中でも、グループはキャッシュフローを維持し、その規模は 7
億 3800万ユーロです。売上に対するパーセンテージであらわすと、2002年上半期の 8.1％から
10％になり、2ポイントの伸びとなりました。



これは、ミシュランの 2003年上半期における年金基金への拠出金 6900万ユーロを満たして余
りある水準でした。さらに、金融市場が比較的、好調だったことから、実質収益率は米国にある

年金資産については 8％、イギリスの年金資産では 3％（2002年上半期はそれぞれ 1.5％、－
5％）、また、運用されている全資産に対しては 6％でした。

以上二つの動きが組み合わさったことが、2003年 6月 30日時点での運用資産価値が恒常レート
で 2002年度末を上回る結果となって現れています。

キャッシュフローは退職金や医療保険などの未計上給付債務に関連するキャッシュアウトをほぼ

カバーする規模が続いています。これらの支払いは 2003年上半期には 1億 1000万ユーロに達
しました。

上記に加え、キャッシュフローは以下のものにも使われています。

� 純投資（6億 6900万ユーロ）。この金額には有形および無形資産（3億 7200万ユーロ）へ
の投資、また、一部の子会社の少数株主持分取得やヴィボーグループ買収に関連した資金調

達を中心とする金融資産純投資額 2億 9700万ユーロが含まれます。

� 上半期の在庫積み上げ

在庫積み上げとヴィボー買収に関連する資金調達へのキャッシュの使用は、この上半期に特有の

項目です。

したがって、フリーキャッシュフローは一時的にマイナス 1億 9500万ユーロとなっています。

しかし、それに続く純金融債務の上昇は、米ドルの対ユーロ 19％下落により歯止めがかかりま
す。2002年 12月 31日と比較して、ギアリングレシオ（純金融債務／株主資本）は 90％未満で
安定しており、これは 2002年 6月 30日の 102％を大きく下回ります。

セグメント別情報

売上高 営業利益 営業利益率

2003年上半期 2003年上半期 2003年
上半期

2002年
上半期

百万ユーロ 全体に

占める％

2003／
2002

百万ユーロ 全体に

占める％

乗用車・

ライトトラック

3,633.0 49.9% -9.1% 339.4 58.7% 9.3% 8.9%

トラック 1,903.5 25.9% -1.6% 248.4 43.0% 13.1% 11.1%
その他 2,177.4 29.6% -5.5% -9.5 -1.7% -0.4% -0.1%
セグメント間取引

消去項目

(365.7)

グループ 7,348.2 100% -6.0% 578.3 100% 7.9% 7.3%

乗用車・ライトトラック

上半期、乗用車・ライトトラック事業は、北米の市販および直需市場の低迷に直面しました。こ

のセグメントの売上高は 2002年上半期比で 9.1％の減少となりました。為替変動の影響を除け
ば 2002年上半期比 2.3％の増加です。

営業利益率は 9.3％で、過去三年間と同じく上昇傾向をたどっています。上半期の特徴は、北米
市販市場の急激な落ち込みと、ヨーロッパ市販市場の異例の伸び、そして原材料コストの上昇で

した。このような状況下で、このセグメントの営業利益率が上昇した主な理由は以下の通りです。



- 市販・直需ともにカテゴリーミックスがより豊かになった
- 販売数量が小幅ながら増加した
- アジア事業の利益率が上昇した
- 南米事業が回復した

トラック

売上が若干、減少したのは、為替変動が非常に不利な影響を及ぼしたためです。その影響を除け

ば、販売数量の増加（新品トラックタイヤ本数で＋4.3％）と単価の上昇により、このセグメン
トの売上は 10.5％増になります。

営業利益率は 13.1％で 2002年上半期を 2％上回っていますが、売上は恒常為替レートでは
1.6％減になります。

トラックセグメントは上半期、特に為替変動と期間中続いた原材料コスト高の影響を受けました。

ヨーロッパと北米の市販市場が比較的好調だったこと、直需／市販ミックスの改善、産業コスト

の管理が、このような不利な条件を補ってなお余りある効果を生みました。

その他の事業

ユーロに対する 19％の米ドル下落の影響は、ドル建て販売が大半であるこのセグメントで最も
顕著に現れました。TCIの売上は換算の影響を受け、大抵がドル建ての建設機械用タイヤ、また、
通常、売買取引の基準通貨が米ドルである航空機用タイヤの売上も影響を受けました。

このセグメントの営業利益率はマイナス 0.4％で、2002年 6月 30日から 0.3％下回りました。
営業利益はほぼマイナス 1000万ユーロです。この下落は一年前の上半期と比較して、特殊タイ
ヤ事業の利益率が下がったことによります。

しかしながら、航空機用および農業用タイヤなどに関して、一部の市場での状況（西ヨーロッパ

の干ばつや東ヨーロッパの農業問題）が懸念されるものの、恒常為替レートでは、特殊タイヤ事

業の実績が改善しつつあることは言及するに値します。

二年間にわたり厳しい事業環境が続いており、近い将来、改善する兆しは見えませんが、ミシュ

ランは今後とも業績と国際競争力の向上に努めます。

年初来のタイヤ市場の傾向を見ると、ミシュランが 2月 25日に発表した前提条件の信憑性が高
まっています。グループは、市場は横ばい、ただし下落の可能性も否定できないという見方を変

えていません。さらに、原材料消費に伴うコストの上昇は、ドル安によってその影響が弱められ

るとしても、今後も続くでしょう。最後に、その他の費用、すなわち、運賃、エネルギー、保険、

給付金コストと 9ヶ月分以上に及ぶのヴィボーの連結の影響が加わり、業績のペースダウンを招
くでしょう。

詳細な買収後のデューディリジェンスは 2003年 4月 1日に開始され、まだ完了はしていません
が、最初の結果から 2003年中に約 3億ののれん代が計上されることになるでしょう（グループ
の営業活動に関する連結ルールにより、のれん代は 2003年 1年での勘定の中で償却されます）。

昨年の春、ミシュランが買収したこのヨーロッパ北部の販売グループは、2002年下半期と 2003
年第一四半期、ドイツを中心として財務状況が大幅に悪化しました。加えて、うまく機能してい

ない面が数多くあったため、事業の再編が必要でした。施策の一部はすでに 4月 1日から実施さ
れています。ヴィボーの中核事業への再集中、一本化した管理下のもとでのユーロマスターのネ

ットワークへの完全統合を行い、初期的な段階ながらも心強い成果が上がっています。2005年



までにグループの販売事業の利益率上昇に貢献できるようになるという、その目標は達成される

でしょう。

ミシュランは、ヴィボーの買収を、西ヨーロッパのすべての主要市場で事業を行い、顧客に以前

より大幅に優れたサービスを提供するヨーロッパ最大のタイヤ販売グループを構築する機会を生

む戦略事業と位置づけています。

二年間にわたり厳しい事業環境が続いており、近い将来、改善する兆しは見えませんが、グルー

プはコスト削減と自らの産業構造の最適化への努力を最優先します。ミシュランは、業績と国際

競争力のさらなる向上に向け、細心の注意を払い、断固たる決意で取り組んでいきます。

***

2003年第 3四半期の売上は、10月 22日、パリ株式市場の取引終了後に発表されます。

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：03-5210-2147

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、オンラインメデイアセンターを開設し、電子メールでのプレスレリースの配信、

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。


