
 

2005年4月26日仏クレルモンフェラン発表プレスリリース抄訳 
 

2005年第1四半期の売上高は36億ユーロ（IFRS基準） 
前年同期と比べて安定 

恒常為替レートでは1%の伸び 
 
ミシュランの売上高は金額ベースでは安定しています。販売量は例外的な記録となった前年同期より

3.9％のマイナスとなりましたが、プラス5.1％の力強い価格ミックス効果がありました。 
 
販売量の減少は、主にヨーロッパ市場で例外的に販売量の多かった2004年のレベルを下回ったことによ

るものです。これは同時に、ミシュランが直需市場で重点的なアプローチを取っていることを反映して

います。 
 
価格ミックスの大幅な改善は、2004年春・秋および2005年第1四半期の価格引き上げが浸透しているこ

とを示しています。タイミングの問題から、2005年第1四半期の売上高は前年同期と比較して価格引き

上げの影響を大きく受けています。この価格ミックスの効果により、グループの予想通りとなった原材

料価格の上昇が相殺されました。 
 
今期の業績は特別なものであり、今後、ヨーロッパの市販市場が本来の長期的な傾向に戻るにつれ、ミ

シュランの販売量も徐々に通常の成長リズムを取り戻すと予測しています。 
 

IFRS基準(単位：100万ユーロ) 2005年第1四半期 

     3,610 
   連結純売上高 

前年同期比：-0.2% 

   前年同期比 (IFRS基準) 
   為替変動を除いた場合 

      +1 % 

  

   連結純売上高 前年同期比 
（2005年第1四半期 /2004年第1四半期） 

 100万ユーロ 増減 % 

   純売上高（増減）： -8 -0.2% 
   （内訳）為替相場： - 44 -1.2% 
   販売量： - 140 -3.9% 
   価格ミックス： +177 +5.1 % 
   連結効果 0      0% 

 
注：IFRS基準に基づく2003年第1四半期の予想値は存在しないため、2004年第1四半期/2003年第1四半期の売上高比較は提供で
きません。ミシュランのIFRS基準移行による主な影響についての説明は、http://www.michelin.com.をご覧下さい。 

2005 1  年第 四半期売上
1 



2005年第1四半期売上 
2 

1. 2005年第1四半期の純売上高は前年同期と比べて安定 
この要因は以下の通りです。 

 為替レートによるマイナス効果（-1.2％）。これは主に米ドルに対するユーロ高の継続（+4.6%）

によります。 

 販売量の減少によるマイナス効果（-3.9%）。ミシュランの売上の半分以上を占める欧州市場

での販売量が、例外的に高い販売量を記録した前年同期との比較で下がったことによります。 

 価格ミックスによるプラス効果（5.1%）。為替変動の影響を除くと、前年同期と比べて非常に

力強い改善が見られます。 

 連結効果に変化はありませんでした。 
 
2. 世界タイヤ市場 
 
主要市場の変化分析 （2005年第1四半期と前年同期比） 

 西欧 東欧 北米 南米 アジア 

PCLT 直需 - 3.5% N/A -3.5% +14.3% +7.3% 
PCLT 市販 - 2.7% +5.6% +2.1 % +6% 上昇 
トラック用直需 +13.5% N/A +19.3% +15% * N/A 
トラック用市販 - 9.8% -1.6%** +5.9% +2.6%* 上昇 
PCLT: 乗用車・ライトトラック用 
*   南米の主要トラック用タイヤ市場であるブラジルのデータ基づく 
** 2005年2月末日現在 

 
2.1 欧州 

 
− 乗用車・ライトトラック用市販市場では、「セルイン」1市場が前年同期から2.7%減速しました。

主な要因は重要度の高い順に以下の通りとなります。 
 

• 例外的な業績を記録した前年同期との比較によるため。2004年3月1日にフランスで施行された

使用済みタイヤ処理費用の転嫁に伴う価格引き上げにより前倒しの購入が大量に行われた結

果、2004年第1四半期のフランス市場は10％という例外的な成長を記録。フランス市場は欧州

の乗用車用市販市場の約20%を占めることによる影響。 
• 経済成長の抑制、燃料価格の高騰とこれに対応する「セルアウト」市場の軟調に特徴付けられ

るビジネスおよび交通に関する厳しい2005年のマクロ経済環境。 
 

− 西欧におけるトラック用市販市場では、経済環境の厳しさと悪天候の影響により、乗用車・ラ

イトトラック用市販市場と同様に例外的となった前年同期から9.8%減速しました。このような

状況において、新品タイヤの「セルアウト」市場は縮小しました。 
 

                                                 
1 「セルイン」市場：ディーラーへのタイヤ販売。これに対して「セルアウト」とはエンドユーザーへのタイヤ販売。 



2005年第1四半期売上 
3 

                                                

− 乗用車・ライトトラック用直需市場では、市場により状況は異なりましたが、全体としては下方傾向

でした。しかし、前年同期の営業日数を当期と同じ日数に調整すると、市場の減速は-1.1%にとどまり

ます。 
 
− トラック用直需市場では、パワーユニット・セクターの13.5％増という予想を上回る成長が見られま

したが、これは環境基準「ユーロ4」の導入を控えて前倒しで購入が行われたことと、EUから高成長

地域向けへの活発な輸出事業によるものです。これらの要因によりミシュランは年間市場成長率の予

想を6%に上方修正しました。 
 
東欧市場は、2004年と比較すると控えめな成長となったものの、引き続き力強い成長を見せました。ポー

ランド、ハンガリーおよびチェコの現地通貨の対ユーロ高は、これらの地域における2005年第1四半期の

成長を抑制させる要因となりました。 
 
2.2 北米 
 
− 乗用車・ライトトラック用市販市場は、2005年第1四半期にNAFTA2による全般的な成長の影響を間接

的に受けています。タイヤ市場の成長傾向（第1四半期は+2.1%）は、第2四半期も継続するものと思

われます。昨年とは異なり、「セルイン」と「セルアウト」の市場間に大きな格差は見られませんで

した。ハイパフォーマンス（前年同期比+8.4%）および4X4レクリエーショナル（前年同期比+7.5%）

のセグメントはさらに堅調な伸びを示しました。 
 
− トラック用新品市販市場およびリトレッド市場では、市場を取り巻く環境が有利に働き2004年と同じ

トレンドが見られています。2月末までに、重量道路輸送は6%増となりました。さらに、直需市場が

商品装備の 後の手段として市販市場からタイヤを購入するため、パワーユニットとトレーラーに対

する需要が高く推移していることは市販市場に間接的に影響しています。 
 
− 2004年に見られた乗用車用直需市場の横ばい状況とトラック用直需市場の好調という対照的な状況

は、2005年第1四半期も継続しました。 

• 自動車セクターを取り巻く産業と貿易の環境は厳しく、 大手企業の一部は引き続き後退。対照

的に、トラック製造セクターは、約2年前に始まった強い上昇サイクルの影響、2007年に導入さ

れるEPA環境基準を避けるためのパワーユニットの購入の前倒し、およびトレーラー販売の好

調という3つの要因がプラスに影響。 
 
2.3 その他の地域 
 
− 南米の直需市場と市販市場は、2004年よりは緩やかながら、米ドルに対する現地通貨の高騰も一因と

なっての成長傾向が継続しています。 
 
− アジアでは、日本の市販市場の横ばいと中国市場の成長が対照的な状況です。しかしながら、中国の

乗用車・ライトトラック直需市場は減速しています。 
 

 
2北米自由貿易協定（米国、カナダ、メキシコ） 
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2.4 特殊タイヤ市場の主な変化 
 
− 建設機械用タイヤ：直需市場は25%増となりました。生産力不足から鉱業用タイヤの市販市場は成

長が抑制されていますが、特にアジアと北米の建設および港湾セクターに代表される他のセグメン

トの急激に伸びました。 
− 農業用タイヤ：直需市場は北米で5%減少し、欧州では安定的となりました。欧州の農業に占める

フランスの割合の大きさから、例外的な好調となった2004年第1四半期と比較すると欧州での市販

市場は10%減となりました。北米では、生産力不足による影響を若干受け、ラジアルタイヤ市場に

おける成長が抑制されました。 
− 二輪用タイヤ：オートバイ用市場は北米では好調なものの、欧州では4%減となりました。 
− 航空機用タイヤ：商業用および地域市場は改善傾向にあります。 

 
2.5 2004年との比較における2005年のタイヤ市場成長予想の更新 

 
全体としては、2005年第1四半期の結果は2005年3月15日に発表した2004年通期業績で発表した今年の市

場傾向と合致する内容となっています。 
 
修正内容はわずかにとどまります。北米および欧州の乗用車・ライトトラック用直需市場は2004年比で

成長となることはありません。一方、トラック用直需市場は当初の予想を2ポイントから4ポイント上

回るでしょう。 
市販市場全体については、成長率予想を若干下方修正します。 

 
特殊タイヤ市場については、建設機械用タイヤ市場は全般的に力強い成長を続け、農業用タイヤ市販市

場は欧州で縮小、北米で若干成長するでしょう。直需市場は北米で縮小、欧州では安定的となるでしょ

う。二輪用タイヤ市場は北米で堅調、欧州では安定するでしょう。航空機用タイヤはさらに成長が見込

まれます。 
 
3. 事業セグメント別分析、2005年第1四半期 

3.1 IFRS基準による事業セグメント別売上高 

ミシュランでは2005年1月1日付で以下の新たな事業セグメント別報告を実施しています。 
 
報告セグメントSR1：乗用車・ライトトラック用タイヤおよび関連販売事業 
報告セグメントSR2：トラック用タイヤおよび関連販売事業 
報告セグメントSR3：特殊事業：建設機械用、農業用、二輪用および航空機用のタイヤ、地図・ガイド、

ViaMichelin、ミシュラン・ライフスタイル、現在譲渡過程にあるホイール事業 

売上高 
（単位：百万ユーロ）
 

2005年第1四半期 2004年第1四半期 
（IFRS基準に基づく 

仮財務実績）

増減 (%) 

SR 1 1,947 2,006 -2.9% 
SR 2 1,167 1,137 +2.6% 
SR 3 496 475 +4.4% 
グループ全体 3,610 3,618 -0.2% 

 
SR1は主に市場全体が停滞傾向にあり、SR2とSR3は当社予想通りの結果となっています。



2005年第1四半期売上 
5 

3.2 報告セグメントSR1の売上高分析 
 
2005年1月1日より導入された新たなセグメント報告に基づき、SR1の売上高には乗用車・ライトトラック用

タイヤおよび関連販売事業が含まれます。 
 
以下の表は2005年第1四半期と2004年第1四半期の市場およびグループの売上（販売量ベース）の変化を比較

したものです。これは「セルイン」市場の比較であり、ミシュラン所有の販売ネットワークの「セルアウト」

事業を含みません。 

乗用車・ライトトラック グループ  

市販売上

市販市場 グループ  

直販売上 
直需市場 

西欧 - - -2.7% + -3.5% 
東欧 - +5.6% N/A N/A 
北米 - - +2.1 % - - -3.5% 
南米 + +6% - - +14.3% 
アジア N/A 上昇 - - +7.3% 

 
=  ミシュランの対象市場での業績はプラス／マイナス 0.5％以内 
-  ミシュランの対象市場での業績は 0.5％以上 2.5％以下のマイナス成長 
--  ミシュランの対象市場での業績は 2.5％を上回るマイナス成長 
+  ミシュランの対象市場での業績は0.5% 以上2.5%以下のプラス成長 
++  ミシュランの対象市場での業績は2.5％を上回るプラス成長 
 
セグメントSR1の第1四半期の売上高は、重要度の高い順に以下の要因に影響されました。 
 
• 欧州の市販市場が、2004年の業績に強い影響を及ぼした特殊な要因（原材料価格の上昇、また使用済

みタイヤのリサイクル費用を相殺するための価格の引き上げ）がなくなったために、フランス、スペ

インおよびイタリアなどミシュランが も強い欧州の市販市場の減速。 
• 欧州および北米の直需市場の低迷。 

 
この結果、当社の乗用車・ライトトラック用タイャの売上3は販売量で見ると2004年第1四半期から7.2%減

少しました。 
 
 
欧州 

当初の予想通り、2004年2月にフランスで記録された例外的な売上レベルは2005年2月には繰り返すこと

はありませんでした。しかし、販売量の格差は3月までには欧州全体を通じてほぼ解消されました。 
 
2005年1月1日に実施された価格引き上げは、欧州全域で維持されています。 
 
直需市場ではミシュランの売上は市場の下降傾向に比較的よく耐え、平均販売価格は上昇しています。 
 
第1四半期におけるユーロマスターの販売事業の低迷は、欧州の「セルアウト」市場の困難な状況を反映し

ています。 
 

                                                 
3 タイヤの販売本数 



2005年第1四半期売上 
6 

北米 

2005年3月1日に実施された価格引き上げは市販市場で順調に導入され、3月の単価引き上げに反映され

ています。 
 
これに加えて、2005年7月にブランドによっては 大8%の価格引き上げとなる直需タイヤおよび市販タイ

ヤでの価格再引き上げを実施します。これは原材料価格の急騰と欧州における原材料購入通貨の高騰に対

応するために行われるものです。 
 
第1四半期における北米の販売量の減少はプライベートブランドと提携ブランドについて見られました。ミ

シュランとBFグッドリッチの両ブランドで販売されている高性能VZセグメントは非常に好調となりまし

た。また、2005年第1四半期に、2004年末の例外的なSUVタイヤの業績を上回ることは明らかに困難となり

ました。このセグメントにおける売上は成長市場においては好調を維持しています。前期との比較では、

売上は安定的でした。 
 
アジアでは、ミシュラン・ブランドは中国の乗用車・ライトトラック用市販市場で躍進を続けています。

直需市場の売上は、自動車セクターの急激な売上減少とともに減速しました。 
 
3.3 報告セグメントSR2の売上高分析 

 
2005年1月1日より導入された新たなセグメント報告に基づき、SR2の売上高にはトラック用タイヤおよび関

連販売事業が含まれます。 
 
以下の表は2005年第1四半期と2004年第1四半期の市場およびグループの売上（販売量）の変化を比較し

たものです。これは「セルイン」市場の比較であり、ミシュラン所有の販売ネットワークの「セルアウ

ト」事業を含みません。 

トラック 市販 市販市場 直需 直需市場 

西欧 + -9.8% - - +13.5% 
東欧 - -1.6%** N/A N/A 
北米 + +5.9% - - +19.3% 
南米 + +2.6%* + +15%* 

*  南米の主要トラック用タイヤ市場であるブラジルのデータに基づく 
**  2005年2月末日現在 
 

=  ミシュランの対象市場での業績はプラス／マイナス 0.5％以内 
-  ミシュランの対象市場での業績は 0.5％以上 2.5％以下のマイナス成長 
--  ミシュランの対象市場での業績は 2.5％を上回るマイナス成長 
+  ミシュランの対象市場での業績は0.5% 以上2.5%以下のプラス成長 
++  ミシュランの対象市場での業績は2.5％を上回るプラス成長 

報告セグメントSR2の売上高は2004年第1四半期との比較で販売量はほぼ横ばい（タイヤ販売本数は0.8%減）

でしたが、販売価格は2%上昇しました。背景には、2004年第1四半期は、乗用車・ライトトラック用と同

様、欧州のトラック用市販市場でも例外的に力強い成長が見られ、特にフランスは大幅に成長したことが

あります。しかしながら価格ミックスの下降は、縮小する欧州市場とは対照的にダイナミックな北米市場

を反映しています。このことは直需市場における需要の好調も反映していますが、これはミシュランの市

販市場と直需市場の比率のバランス改善を困難とした要因です。 



2005年第1四半期売上 
7 

欧州 
新品トラック用市販タイヤ売上は市場の下落にも関わらず堅調で、ミシュラン・ブランドの市場シェアが拡

大しました。価格引き上げは2005年5月の実施を予定するフランスを除くすべての欧州諸国に適用されまし

た。価格引き上げは維持され、当四半期の平均販売価格が上昇しました。 
 
乗用車用同様、ヨーロッパのトラック用タイヤ「セルアウト」市場の困難な状況を反映して、第1四半期の

ユーロマスターの業績は下がりました。 
 
直需市場では、慎重な商品配分を続け、市場の二桁成長に便乗することを避けました。2005年第1四半期の

売上高は2004年に実施された価格引き上げの影響を全体的に受けています。 
 
北米 
市販市場の売上は引き続き堅調な市場の中で大幅に増加しました。2004年における新たな国内契約獲得

（Penske、Yellow Roadwayなど）を受け、ミシュラン・ブランドはさらに進展を続けました。リトレッドタ

イヤの売上は2005年第1四半期に二桁の伸びを記録しました。 
 
直需市場では、需要の高さがタイヤ産業の生産能力を圧迫しました。ミシュランでは、市販市場に適切に対

応するため契約および契約外の供給を管理しつつ、トラック製造業者の特別なパートナーとしての立場を強

化し、直需事業における適切な収益の確保を行いました。 
 
アジアでは、2004年末に見られた中国におけるトラック販売の減速（自動車の積載超過抑制のための新

法が原因）が2005年第1四半期に逆転し、健全な成長を記録しました。 
 
3.4 報告セグメントSR3の売上高分析 
 
2005年1月1日より導入された新たなセグメント報告に基づき、SR3の売上高には特殊タイヤ（建設機械用、

農業用、二輪用および航空機用）、地図・ガイド、ViaMichelinおよびホイール事業が含まれます。 
 
SR3の売上高は4.4%増の4億9,600万ユーロに達しました。新たな報告様式により、特殊事業（セクター間の

消去や販売事業の再配分などの影響が排除されました）の特筆すべき進展が強調され、これら事業のシナジ

ー効果による成功が示されています。 
 
建設機械用タイヤ：売上は急増しました（トンベースで4.7%増）。2004年の価格引き上げの影響が2005年
第1四半期の売上に明確に反映されています。しかしながら、生産能力は引き続き飽和状態にあり、ブラジ

ルなどにおける生産能力増強計画は2006年以降の供給問題の緩和に貢献すると考えられます。 
 
農業用タイヤ：ここでも売上が生産能力により抑制されています。 
 
二輪用タイヤ：2005年第1四半期で特筆すべきはミシュランの「Power Race（パワーレース）」投入でした。

ミシュランは欧州と北米という二大市場のオートバイ・セグメントで市場シェアをさらに伸ばしました。 
 
航空機用タイヤ：為替レートによる不利な影響が続いているにもかかわらず、既存契約の更新の際に原材

料価格上昇を適切に織り込むことにより売上高が上昇しました。 
 
ホイール：売上高の上昇は、ドイツ企業メフロに対する譲渡手続きが順調に進み、顧客の理解も順調に進

んでいることを示しています。 
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コンパニー・フィナンシエール・ミシュラン 
 
コンパニー・フィナンシエール・ミシュラン（CFM）の2005年第1四半期純売上高は、為替変動を除く

と、前年同期に比べ1%増の3兆6050億ユーロとなりました。現在の為替レートでは、売上高は0.2%減と

なっています。コンパニー・ジェネラル・デ・ゼタブリスマン・ミシュラン（CGEM）とCFMは、事業

範囲がほぼ同じであるため、定性的コメントはCFMにも当てはまります。 
 

* * * 
 
 

近のニュース  
 
ブラジルでの建設機械用タイヤ工場設立  
ブラジルのカンポ・グランデ（リオ・デ・ジャネイロ）のトラック工場に近い場所に新たな建設機械用タイ

ヤ製造工場を建設するため、2億米ドルを投資します。新工場は2007年下半期にタイヤ製造を開始する予定

です。当初の生産能力は40,000トンですが、徐々に55,000トンまで拡大する予定です。この工場では25イン

チから49インチのタイヤを製造します。新工場は北米と南米の建設業、鉱業および港湾セクターの顧客に製

品を提供します。また、現在は欧州から供給を受けているブラジルの直需市場と北米の市販市場を主な供給

対象とします。 
 
北米の乗用車・ライトトラック用タイヤの価格引き上げ  
前述の通り、ミシュラン・ノースアメリカでは乗用車・ライトトラック用タイヤの価格引き上げを実施しま

す。2005年7月より、ミシュラン、BFグッドリッチ、Uniroyal、およびカナダ、メキシコ、米国で販売され

るプライベート・ブランドと提携ブランドのタイヤ価格が 大8%引き上げられます。 
 
ミシュランPilot Exalto A/Sの発売  
ミシュランは北米で 新のオールシーズン・ハイパフォーマンス・スポーツタイヤ、Pilot Exalto A/Sタ
イヤを発売します。ミシュランPilot Exalto A/Sは優れた操作性、グリップ性、およびウエット路面での

高性能を提供するデザインとなっています。ハイパフォーマンス・タイヤの新たな一員として、当社の重

点的な成長戦略の実施を加速します。 
 

* * *
今後の予定 
 
コンパニー・ジェネラル・デ・ゼタブリスマン・ミシュランは、2005年5月20日午前9時にフラン

ス・クレルモンフェランにて共同年次株主総会を開催します。 召集通知は、2004年度の年次報告

書とともに4月13日付で株主宛に郵送されています。株主総会に関する書類はすべて当社のウェブ

サイトwww.michelin.comからダウンロードすることができます。 
 
一株当たりの配当を1.25ユーロ（35%引き上げ）とすることを株主に提案します。承認され

れば、配当の支払いは2005年5月24日に実施される予定です。 
 
2005年上半期の決算報告は、2005年8月5日午前8時（フランス時間）、パリ証券取引所の取引開

始前に発表される予定です。 
 

* * * 
 
 

http://www.michelin.com/


お問い合わせ先 
 
 IR部門 

エリック・ル・コール  
+33 (0) 1 45 66 10 04  
+33(0)4 73 32 77 92 
Eric.le-corre@fr.michelin.com
 
ジャック・オレンデ  
+33 (0) 4 73 32 18 02  
+33 (0) 1 45 66 16 15 
Jacques-Philippe.hollaender@fr.michelin.com

広報部 
ファビエンヌ・ドゥ・ブレビゾン 
+ 33 (0) 1.45.66.10.72  
+ 33 (0) 6.08.86.18.15 
fabienne.debrebisson@fr.michelin.com  
 
 
 
個人投資家部門 
アン＝マリー・ヴィジェ＝ペレー 
+ 33 (0) 4 73 98 59 08 
Anne-marie.vigier-perret@fr.michelin.co
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