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理念 社是
昨日より今日はより良くより安く、 
需要者の為に各自の職場で最善を

私たちの使命（ミッション）
お客さまの期待や満足を超える感動や驚きを生み出し、
豊かな社会づくりに貢献します。

私たちのありたい姿（めざす企業像）
一 .  私たちは、たゆまぬ技術革新によって、一歩先の未来を創る企業
をめざします。

一 .  私たちは、挑戦心と独創的な発想にあふれた闊達な風土を持つ
企業をめざします。

一 .  私たちは、企業活動に関わるすべての人びとと喜びを分かち 

合う企業をめざします。

私たちの持つべき価値観（TOYO WAY）

   社会に正しく役立つことを旨として、私心のない公明
正大な行動をとる。

【　誇り　】   会社と仕事、自分自身に高い誇りを持ち、最後まで 

あきらめない。

   何事にも、自らが主体となって受け止め、自らが主体
となって取り組む。

【　感謝　】  人と社会に思いやりと感謝の心を持ち、誠意を込め
て力を尽くす。

    仲間とともに知恵と力を結集し、常に創意工夫と改良
改善を続ける。
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【 公正さ 】

【 主体性  】

【 結束力  】



将来見通しに関する注意事項
本レポートに記載されている将来の業績に関係する見通しや予測は、現在入手可能な情報にも
とづいて判断したものであり、実際の成果や業績はさまざまなリスクや不確定な要素により、
記載されている内容と異なる可能性があります。したがいまして、これらの業績見通しのみに
依拠して投資判断を下すことはお控えいただきますようお願いいたします。

財務・非財務情報開示のツールについて
当社ではさまざまな情報開示ツールを提供しています。各情報の詳細は、当社ウェブサイト 
または情報開示ツールをご参照ください。

企業情報全般
https://www.toyotires.co.jp/

IR情報
https://www.toyotires.co.jp/ir/
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 ドバイ原油　  国産ナフサ（右軸）

ドバイ原油、国産ナフサ価格推移 *1

US$／ bbl 千円／ kl

天然ゴム TSR#20価格推移（SICOM*2）

USC／ kg 

市場データ

*1. 出所：  ドバイ原油…東京現物FOB価格　 
国産ナフサ…財務省貿易統計

*2. 出所： Singapore Commodity Exchange Limited (SICOM)

*売上高の合計には、その他事業の売上高および調整額が含まれています。

データでみるTOYO TIRE

自動車部品事業
事業内容
自動車用部品

51,466 百万円

タイヤ事業
事業内容
各種タイヤ（乗用車用、
トラック・バス用、建設機械用、
産業車両用）、その他関連製品

341,694 百万円
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 設備投資額　
 減価償却費　
 フリー・キャッシュ・フロー

 1株当たり配当金
 配当性向（右軸）

設備投資額／減価償却費／フリー・キャッシュ・フロー
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1株当たり配当金 *2／配当性向 *3

円 %

*1. 当期純利益（損失）＝ 親会社株主に帰属する当期純利益（損失）
*2. 2014年7月1日を効力発生日として、当社普通株式2株を1株の割合で併合しました。
*3. 配当性向は1株当たり当期純損失となる事業年度については算出していません。

4TOYO TIRE株式会社　アニュアルレポート2018



社長メッセージ

第二の創業を迎えて

新しく描いた

TOYO TIREの成長した姿、
それをしっかり掴みにいく

代表取締役 社長

清水 隆史
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成長投資を図りながら、  
収益の巡航速度をキープして

　当社グループの2018年12月期の通期業績は、売上高

3,932億円、営業利益424億円（営業利益率10.8%）となり

ました。

　事業セグメント別に見ますと、タイヤ事業は売上高3,417億

円、営業利益469億円（営業利益率13.7%）となり、増収増益

となりました。自動車部品事業は売上高515億円、営業損失

45億円となり、前期比264億円の減収となりました。これは、

譲渡した化工品、硬質ウレタン事業の売上高に相当します。

　2019年12月期においては、売上高4,000億円、営業利益

400億円（営業利益率10.0%）という通期業績を予想し、

R&D投資、広告宣伝投資といった将来成長を担保する投資

を行ないながら事業を推進しています。

　直近の2019年12月期第2四半期において、一部商品の

出荷時期のずれ込みや下期上市を予定する商品の備蓄が

重なったほか、為替環境の悪化など一時的な要因を背景

に、減収減益となりました。

　これらを背景に、売上高については期初予想から150億

円下方修正しますが、販促施策や新商品の導入、新規顧客

開拓に着手しており、下期には期初計画を上回る販売量を

獲得していく計画です。

集中的に強みを伸ばしながら、  
存在感を高めていく

　売上高で見た場合、現在、当社は世界で12番手、国内で

は4番手となるタイヤメーカーです。規模をベースに横並び

にすれば、一見わかりづらいかもしれませんが、SUVなど本

格的な大型車両向けの大口径タイヤにおいて、当社の製品

は市場から高い支持と評価を獲得しており、特に米国市場

においては、20インチ以上という大型サイズのピックアップ

トラック向けタイヤで40%というトップシェアを堅持してい

ます。

　こうした収益性の高いポートフォリオを有することで、 

タイヤ事業における営業利益率は、業界トップクラスを維持

するなど、存在感のあるタイヤメーカーとして、近年、成長

を果たしてきました。

　現在、米国工場は、2005年の操業開始から、今回で第5次

となる生産能力の増強を続けている最中であり、当社最大

のタイヤ工場となっていますが、すべて、A.T.O.M.工法とい

う、当社独自の新タイヤ生産工法設備を入れており、これら

がフル稼働している状態です。

　他社には真似できないようなサイド部の厚みも実現し、

「性能」と「アグレッシブなデザイン」を両立したタイヤを生

み出しています。ハイウェイでもオフロードでも、オールラ

ウンドにお使いいただけ、それでいて高いプレミアム感も兼

ね備えた、差別化されたSUV用タイヤの商品開発と生産供

給を展開しています。

　世界的に見ても、市販車両に装着されるタイヤは大型化

する流れにあるほか、日本市場においてもSUVシフトが進ん

できており、ここで当社の独自性や強みを生かしたビジネス

をしっかり伸ばしていく。この方針に変わりはありません。

次の企業ステージを見据えた、  
新たなパートナーシップ

　一方、自動車産業界が、100年に一度と呼ばれる歴史的な

転換期を迎え、異業種間での連携も生まれるなど、これまで

想像もされなかったような構造変革が始まっていることは

周知のとおりです。

　特にタイヤ業界においては、新興勢力の台頭によって業

界全体の収益性は低下しており、卸売事業の再編やチャネ

ルの買収、中国企業による同業メーカーの買収といった、こ

れまでには考えられなかったような業界地図の再編も起こ

り始めています。

　こうした予断を許さない環境のなかに当社も身を置いて

いるのは事実です。しかし、我々は逆に「今、ここが飛躍への

チャンス」だと捉え、同業種間ではなく、タイヤビジネス、そ

して当社の独自性や強みを十分理解している三菱商事とい

う異業種との連携によって、新しい一歩を意欲的に踏み出

すことにしました。

新工場をテコに、  
グローバル競争力を再編・ボトムアップ

　タイヤに対する需要は、引き続き世界的に旺盛であり、こ

れを逃さず、ビジネスの接地面積を広げていかなければな

りません。
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　生産供給力は事業成長の源泉であり、生産供給体制の拡

充はビジネス面積の拡張に不可欠な要素です。当社は国内

外7つのタイヤ生産工場を有しており、これまで、事業計画

や社内外の環境に照らしながら必要な増強に取り組んでき

ました。すでに、米国工場の第5次増強のみならず、マレー

シア工場の第2次生産能力増強、さらには、国内トラック・バ

ス用タイヤの生産増強にも投資をしています。

　そして今回、三菱商事との資本業務提携で調達した資金

を活用し、グループ8番目となる新工場を欧州（セルビア共

和国）に開設する計画を発表しました。

　当社は量を追いかける会社ではないため、過当競争の真

中に入って勝負を仕掛けるといったことは考えていません。

これは単なる「需要対応の箱」ではなく、「世界供給戦略を

塗り替えていく起点」として、3年間をかけて議論を尽くして

きた計画です。

　北米向けに高性能タイヤを補完的に供給する役割を担う

ことができるほか、技術革新に挑戦するR&Dセンターとの

連携によって、質の高いモノづくりを進めます。工場自体は

IoTを駆使したオペレーションによって競争力を高め、既存

のビジネスボリュームをさらに拡張していきます。

　また、日本で生産し、欧州へ供給していた体制から、国内

市場へ振り替えるチャンスが生まれ、マレーシアや中国工場

を含め、グローバルでのタイヤの配給ミックスも変化してい

きます。

次世代モビリティを見据えた、  
欧州R&Dセンター

　R&D拠点を欧州に設置する構想は、もともと、中期経営

計画における事業成長戦略の一環として掲げてきたもので

すが、いよいよ本格的に欧州で技術力を磨き、高性能技術

と戦略商品をグローバルに展開していきます。

　欧州は一流自動車メーカーをはじめ、自動車関連企業も

多数集積していることから、車両や市場の動きに関わる最

新情報をタイムリーに入手できる利点があります。

　新しく設立する欧州R&Dセンターは、マテリアルや次世

代モビリティを含めた、最新自動車情報の収集から進め、競

争力ある原材料の調査や新素材の研究開発、最先端の技術

開発にも取り組んでいきます。

　さらには、商品開発機能やプルービンググラウンドなど、

欧州内にタイヤ評価機能を兼ね備えた施設を開設すること

も視野に入れて取り組んでいく予定です。

　また、三菱商事とのタスクフォーステーマのもと、新材料

や先行生産技術、次世代モビリティといった3分野で、すで

に15を数える開発案件を俎上に乗せて進めています。

三菱商事の「売る力」を取り込み、  
一枚岩で戦う

　引き続き、グローバルに着実な増販を計画しており、特に

北米市場の成長は堅調であるため、当社の強みをさらに強

固にしていきます。当社の場合は、北米以外の地域でビジ

ネス基盤を強化し、収益性の向上を図っていくことが、今後

の重要なテーマであり、三菱商事のグローバルネットワーク

を生かした「売る力」を新たに取り込んでいく所存です。

　今回の資本業務提携は、これまでの局地的な関係から、

発展的に全社レベルへと引き上げるもので、グローバルに

ビジネスを展開している三菱商事が有しているグループリ

ソースを積極的に活用することで事業を拡張し、当社の企

業価値を向上していく意図があります。両社による海外販

社の合弁を解消し、輸出取引で三菱商事を介さず直貿化す

ることは象徴的な事例として説明できます。いわゆる商社

とのビジネス関係というつながりは解消し、両社が一枚岩と

なって、ともにTOYO TIREの企業価値増大に尽力していく

という姿が整ったということです。

社長メッセージ

 詳細はP.9–10「新たな企業ステージに向けた成長戦略」を 
ご参照ください
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　すでに5つの重点展開市場別（日本、中国、欧州、中東・ア

フリカ、アジア）、調達（物流）、次世代R&Dの合計7つのタ

スクフォースを立ち上げて、具体的な取り組みを推進し始め

ました。

　技術に裏打ちされた存在感と信頼感の高い商品の開発、

そしてそれを供給する生産能力の向上、これらがベースと

なって、各市場で特長ある展開力が必ず備わっていくと確信

します。三菱商事との協業をその素地として活用し、新しい

アプローチでマーケットを開拓していきます。

営業利益ベースで100億円を  
ミニマムラインとして

　ここまでご説明してきた施策を着実に実行・実現すること

によって、定量的に獲得できる2023年時点でのシナジー効

果を算出しました。

　当社のさまざまな組織基盤の強化のために、三菱商事から

出向していただいた人材には我が事として当社の事業に入り

込んでいただいており、大いに活性が始まっています。ここ

から生まれる議論、そして知恵の集約、スピーディーな施策

実行によって、コスト構造の変革、ビジネス接地面積の拡大に

つなげ、営業利益ベースで60億円の積み上げを実現します。

　また、増資資金の一部を活用して実行する増産効果、新

たなネットワーキングを通じて展開される想定効果として

は、足元の厳しい事業環境を踏まえ、一定のストレスを負荷

し、40億円を保守的な最低ラインとしています。

　ブランド価値向上への取り組み、また、徹底したコスト低

減を実現することで、一層のシナジー効果増大を実現し、株

主価値の向上に全力を挙げ取り組んでいきます。

第二の創業を迎え、  
「まだ、走ったことのない道へ」進む

　当社は2019年1月1日付で社名を「TOYO TIRE株式会

社」に変更しました。国内で唯一、TIRE（タイヤ）を社名に

掲げるメーカーとして、モビリティにかかわる事業に従事で

きる喜び、責任、覚悟を社名に冠しています。

　社名変更は単に名前を変えたというものではなく、70有

余年にわたって、多くの関係者の皆さまに支えてきていた

だいた歴史を受け継ぎ、その財産を将来へと引き継いでい

くために新しい大きな扉を押し開いた、当社にとって「第二

の創業」ともいえる変化点です。

　当社は企業変革の取り組みを積み重ねて、2017年末、

2018年末に事業譲渡を行ない、タイヤと自動車部品という

モビリティ事業を事業の中核に据えた経営体へと生まれ 

変わりました。社名変更は、新たな経営体に生まれ変わった

当社が、新たな道を歩み始めるためのスタートラインで 

あるととらえています。

　そして、2019年春、新しいブランドステートメントを制定しま

した。

　我々の前に、確固として約束された道が未来に向かって

用意されているわけではありません。しかし、目の前に広が

るのが道なき大地であっても、勇気をもって果敢に走り、自

ら新たな道をつくっていく このようなフロンティア精神

で未来に向かって進んでいく、当社の企業姿勢・スピリットを

表しています。

　この精神を胸に、名実ともにモビリティ社会に貢献し続け

られるように、勝ち残りをかけて戦っていきますので、ス

テークホルダーの皆さまにおかれましては、変わらぬご支援

とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 代表取締役 社長

TOYO TIRE 株式会社　名刺・Webサイト　社長名表記用「行書フォント」

【ヒラギノ行書　StdN】のウエイトは【W8】

●アウトライン有データ

8TOYO TIRE株式会社　アニュアルレポート2018



ピックアップトラック／大型SUV向け

SUV／乗用車向け トラック・バス向け

新たな企業ステージに向けた成長戦略
当社は、これまでさまざまな変革および経営基盤の建て直しに膨大なエネルギーを投入し、

次なる成長に向けた礎を構築してきました。「第二の創業」と位置づける2019年からは、築いてきた礎に、

三菱商事との資本業務提携を通じて強化する「生産」「技術」「販売」を効果的に連動させることで、

新たな企業ステージに挑戦していきます。

 生産戦略
新たな世界供給戦略の基盤づくり
　生産戦略では、これまでとは異なった世界供給体制に取り組み 

ます。

　中期的な視点から世界のタイヤ需要は伸長が見込まれており、将

来における当社への供給期待および需要見込みに対して、2023年

時点で800万本の需給ギャップが発生すると想定しています。こうし

た需給ギャップの解消に向けて、収益の柱である北米市場では、間

断なく優先的に生産能力を増強し、グローバル・ハブであるマレーシ

アでも北米向けに品種構成を厚くする増強を図っています。また、

国内では技術革新により性能を向上させた米国向けのトラック・バス

用タイヤの増産に着手します。

　欧州では、セルビア共和国に当社グループ 8番目のタイヤ工場を

稼働させる予定です。これまで当社は欧州向けに年間600万本のタ

イヤを日本やマレーシアから供給しており、この地域では、この規模

の販売ポテンシャルをすでに有しています。さらに近年行なってき

たR&D投資によって、欧州で求められる高い要求にも応えていける

技術力もつけてきました。今後は、拠点を構えて現地化することによ

り、物流面や調達面で、コスト競争力を一気に高め、これまでは取り

こぼしていた需要の取込みを図ります。さらに、ドイツに開設する

R&Dセンターとの連携、工場オペレーションの IoT化にも取り組み、

「高性能なタイヤを低コストで実現していく」という新たなタイヤづ

くりの戦略を実行していきます。

・ 自動車産業の最先端情報を収集
・ 製品性能評価を向上

・ IoT活用 
／次世代型の効率オペレーション
・ 高性能・高付加価値製品を製造

・ 欧州を中心に、ロシア、中東・アフリカ
など、現行商圏へ供給強化
・ アメリカ向けに、高性能タイヤを供給
補完

日本・マレーシアからの供給を現地化 ＝ 物流コスト／関税抑制
最適な原材料調達 ＝ 製品性能と競争力向上の源泉を変革

マレーシア工場

第2期 能力増強

桑名工場（日本）

TBR能力増強

開発

生産

供給

調達／ 
物流

欧州R&D 
センター

セルビア工場 500万本
（2022年1月生産稼働）

欧州

中東

ロシア

アフリカ

アメリカ

米国工場

第5期 能力増強

第1段
 ＋240万本 *1

（2019年10月生産稼働）
 ＋20万本 *2

（2020年7月生産稼働）

第1段
 ＋120万本 *1

（2019年4月生産稼働）

第2段
 ＋120万本 *1

（2021年1月生産稼働）

*1. 乗用車用タイヤ換算数　*2. トラック・バス用タイヤ実数

欧州供給分をセルビア
工場に生産移管

北米市場

中国工場

セルビア工場 日本工場

マレーシア工場

❸ スマートファクト
リー化、現地生産
化に伴うコスト 
低減により、既存
ビジネスの競争力
をさらに強化

欧州R&Dセンター
❷ 車両・市場情報を意欲的に収集し、新素材開発
のアプローチと相乗させた高性能タイヤの 
生産を担保

❶ 高性能タイヤを北
米市場向けに供給
補完

❹ 移管によって生ま
れる生産余力を国
内市場向けに振り
向け、高付加価値
で優位性を有する
タイヤを供給

委託生産分を日本に
移管、地産地消化を
推進

委託生産分を日本に
生産移管、グローバ
ル・ハブとして柔軟性
を向上

新たな世界戦略の起点となるセルビア工場 
　セルビア共和国は近年、経済発展が著しく、財政健全化を図り、自

動車関連企業の集積も進んでいます。質の高い雇用を確保しやす

いほか、工場用地はフラットで広大、優遇政策面のみならず、米国・

欧州・ロシアへの関税、整備された物流インフラなど、生産供給拠点

として、立地メリットが大きく、高い将来性を見込んでいます。

　新たに設立するセルビア工場は、技術革新と新しい生産技術に

よって競争力ある製品を実現し、欧州市場の販売量を拡張するほ

か、北米市場向けに高性能タイヤの供給補完も担います。新工場を

設立することで、グローバルにおけるタイヤ配給ミックスも変化し、

たとえば、日本では欧州市場向けの供給分を国内市場向けに振り向

けるチャンスが生まれます。当社にとってセルビア工場は単なる生

産拠点の追加・新設ではなく、新しい世界戦略を描くための重要な

起点として機能していきます。
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　「生産」「技術」「販売」での各施策を着実に実行し、最低限の目標数値として、

三菱商事との施策実効効果で60億円、増資資金活用による増産効果で40億円の積み上げ

（営業利益ベース、2023年時点）の実現をめざします。

 販売戦略
供給力・商品力を生かしたアプローチで市場開拓
　販売戦略では、各市場で積極的な増販を図り、存在感を高めま

す。得意とする北米市場は、堅調な市場成長のもと、当社の強みを

さらに強固にしていきます。それ以外の市場では、ビジネス基盤を

強化し、収益性の向上を図ります。

　さらに三菱商事とは、全社包括的な協力関係に発展したことによ

り、両社が一枚岩となってTOYO TIREの企業価値の増大に尽くしま

す。現在立ち上げている協業タスクフォース活動はその素地とし、新

しいアプローチでの市場開拓に取り組みます。

アジア・大洋州

中国市場

・ 地産地消モデルの構築
・ 新規商品を開発・投入
・ SUV向けタイヤ販路の確立と増販

・ 安定供給の実現による 
・専用商品の開発・投入 
・SUV用タイヤ販路の開拓と拡大 
・ 組織体制・人員の強化

米州市場

・ 北米5位をめざす 
・ ピックアップトラック／ SUV／ CUVカテゴリで不動
のブランドポジションを確立

・ 次世代SUV向け商品の開発

欧州／ロシア／中東・アフリカ

・ 技術力強化によるブランドポジションの向上
・ コスト競争力強化により、既存販路での利益を 
伴う需要の確実な取り込み

日本市場

・ 商品提案力を強化 
・ SUV／ミニバン／高級軽自動車カテゴリや 
大口径タイヤを中心に増販

・ 営業拠点の再整備による物流効率化と営業力強化

新車販売

・ 市販用タイヤの収益寄与を見通した 
新車用タイヤの開拓
・ 組織体制の強化と海外拡販注力

 技術戦略
グローバルに共有する技術開発体制の構築
　技術戦略では、技術と商品をグローバルに共有する技術開発体制

を構築します。当社は日本と北米にR&D機能を有していましたが、ド

イツに欧州R&Dセンターを新たに設立し、「R&Dグローバル3極体

制」を敷きます。日本、北米、欧州の各R&Dセンターでは、地域の特

徴を生かした技術・商品開発に注力する一方、技術情報や商品トレン

ドを適時に循環させ、商品力の向上と開発スピードの加速に取り組

みます。

•  Research 
・マテリアル 

 競争力ある最先端原材料 
・次世代モビリティ 

 最新自動車情報の入手
•  Development 
・高性能技術開発 

 グローバル戦略商品開発

•  Research 
・マーケティング 

 市場トレンド早期入手
•  Development 
・顧客志向商品開発 

 性能、デザインの両立技術

日本

•  R&D 
・全機能（Global Headquarters） 

 研究、開発、評価 
・シミュレーション技術 

 BIGDATA、AI活用

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 20232019

 米州

 中国

 日本

  アジア・大洋州

  欧州／ロシア／
中東・アフリカ

 新車販売

販売計画／需要見込み（万本）

欧州 北米
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常務執行役員
技術統括部門管掌

金井 昌之

統括部門管掌メッセージ

当社は、2017年 1月より、生産・販売・技術の機能別組織に再編し、

機能ごとに一本化した事業経営体制を取り、さらに、コーポレート部門が各機能をコーディネートして

機能の最適化、能力の最大化を図る体制としています。

　各統括部門の管掌から、各部門の2019年度の方針、三菱商事との資本業務提携により、

さらなる成長をめざすための取り組みをご説明いたします。

技術統括部門

金井 昌之

販売統括部門

光畑 達雄

事業統括部門

高橋 英明

生産統括部門

井村 洋次

免震ゴム対策統括本部

石野 政治

品質環境安全統括部門

田辺 伸二

コーポレート統括部門

笹森 建彦

未来志向と差別化技術を具現化し、 
「感動や驚き」のある商品を創造する

　自動車産業界の100年に一度の変革期とされる今、私たちを取り

巻くビジネス環境は異業種間の提携が活発になるなど、今後の生き

残りをかけた新たな革新的技術を構築する必要があると考えてい

ます。そのために技術統括部門では、短期技術開発は会社利益に 

早期直結させ、中長期技術開発についてはリソースの最適配分によ

りイノベーティブな課題解決アプローチを実践することを方針とし

ています。

　当社はこれまで独自技術を核として成長してまいりましたが、 

研究開発活動のさらなるスピードアップを狙うべく、三菱商事とのタ

スクフォース内に「次世代R&Dワーキンググループ」を立ち上げまし

た。三菱商事のネットワークを活用することで、先行研究、素材 

開発、技術開発を促進し、独自の技術基盤をより強固にいたします。

　技術者が持つべき「挑戦心と独創的な発想」のもと、「感動や 

驚き」のある商品の開発を実現するために、未来に向けての技術を

磨き上げます。
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TOYO TIREの強みを生かして販売力を高め、 
グローバルに存在感を発揮する

　当社を取り巻く販売環境は大きく変動しています。収益の中心と

なっている北米市場におけるビジネスモデルは、当社の強みを発揮

した成功事例と言えます。今後も北米でのR&Dを強化して、当社の

ポジションを確固たるものにしてまいります。

　一方、北米市場以外の地域でも、本格的に販売力を高め、大いに

存在感を発揮せねばなりません。三菱商事との資本業務提携を機

に同社とタスクフォースを立ち上げ、重点市場と考える「日本・中国・

欧州・中東／アフリカ・アジア」における販売ネットワークの構築に取

り組み始めました。地域特性に応じた形での販売数量の増大と販売

チャネルの拡充を主眼に、販売力強化に向けた活発な活動を行ない

ます。

　グローバルでの勝ち残りを果たすべく、短期・中長期の視点も併せ

持ちながら、将来に向けた販売基盤の強化に努めてまいります。

安全と品質の確保を第一に、 
お客さまにご満足いただける商品をタイムリーに 
供給する

　事業成長の基盤である生産供給力の強化には、生産拠点の能力

増強や新設のみならず、モノづくりの基本である「安全」と「品質」の

確保が大切だと考えます。そのためには、ルール遵守を徹底する 

自律した組織づくりを行なうべく、生産現場でのコミュニケーション

活性化を企図した「小集団活動（P.23）」の実践を核とした、安全・ 

品質意識の高い人づくりを推進していきます。

　中計’17を策定した段階での増産効果の発現は2023年以降を 

想定しておりましたが、三菱商事との資本業務提携を受けて、供給

体制の強化に向けた取り組みの着手・稼働を前倒しすることで、事業

成長基盤を確かなものにしてまいります。

　グローバルに伸長するタイヤ需要、そして当社製品を要望される

世界中のお客さまのご期待に応えるために、生産現場が一体となっ

て知恵と力を結集し、愚直なモノづくりに邁進したいと思います。
執行役員
生産統括部門管掌

井村 洋次

執行役員
販売統括部門管掌

光畑 達雄
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統括部門管掌メッセージ

常務執行役員
免震ゴム対策統括本部長

石野 政治

執行役員
事業統括部門管掌

高橋 英明

事業性を意識した企画立案と実行により、 
持続的な事業価値を生み出す

　当社グループの将来に向けた事業成長戦略に関するテーマと 

向き合い、商品力と購買力、そして需給力を駆使して取り組みたい

と考えています。当社の強みである独自の技術を生かすべく、顧客

ニーズを的確に捉えたグローバルマーケティング活動に即した商品

戦略と、商品価値向上を企図した精緻なプロモーション戦略の立案

実行を着実に実行します。

　高い商品力を収益力へつなげるには、調達力の向上と市場環境

変化に応じた最適需給を実現する、供給体制構築が重要だと認識し

ています。資本業務提携タスクフォースにおいて、調達・物流のワー

キンググループを立ち上げ、三菱商事が保有する幅広いビジネス

ネットワークを活用した原価低減に向けた議論を行なっています。

　激動の時代に生き残るために、全社一体となってコスト競争力と

技術力から生まれた価値を、持続的に創出する未来像を描いてまい

ります。

免震ゴム問題の解決に向けて、 
誠意を持って交換改修に取り組む

　免震ゴム問題の発生から5年目を迎え、投資家の皆さまにも大き

なご不安とご心配をお掛けしています。改修交換工事について、 

交換が必要な対象154棟中、8割以上の132棟で交換改修工事を 

着手、約7割の物件で交換が完了しております。また、改修工事費用

について137棟の費用が判明しており、残り17棟については社内に

おいて精緻な査定を実施したうえで、適正に個別引当を行なってい

ます。（数値は2019年3月31日現在）

　当問題により、ご迷惑をお掛けしている建築物の所有者さま、使

用者さまが一日でも早く安心・安全に生活いただけるよう、真摯かつ

丁寧な説明をこれからも行なってまいります。そして、関係する販売

主さま、設計者さま、施工者さまからのご協力をいただきながら、最

後の1棟まで誠意を持って交換改修を実行することで、失墜した信

頼を取り戻すべく引き続き取り組んでまいります。
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「品質・環境・安全」意識の向上で、 
企業の社会的責任を果たす

　安全で快適かつ健康な企業は、お客さまにとって信頼と満足の得

られる製品・サービスを提供する企業だと考えています。そのために

は当社グループ全従業員へ「品質・環境・安全」に対する意識の向上

を図りつつ、これら3つの視点で健全な事業執行が継続するよう

けん制機能を展開しています。

　品質面では徹底した顧客志向でお客さまのニーズを正しくフィー

ドバックし、IoTを活用して迅速に生産へ落とし込む品質保証システ

ムの構築に取り組んでおります。

　環境・安全面では、従業員の健康や自然災害への対応、再生エネ

ルギーの活用などさまざまな取り組み事項がありますが、全社一丸

となって全従業員に働きかけながらベクトルを合わせ、具現化を進

めていきます。

　モノづくり会社として安全で健康的かつ快適な職場環境の実現、

お客さまの信頼とご満足いただける品質の作りこみ、環境に配慮し

た方策実行により、社会的責任と貢献を果たしてまいります。

フロンティア精神をもったチャレンジャーとして、 
企業価値の極大化をめざす

　自動車産業界の大変革期のなか、将来を見据えた企画・推進機能

として企業価値の極大化をめざす取り組み、そしてコーポレート・ガ

バナンスの担い手としてグローバルなガバナンス体制とコンプライ

アンス体制の強化、SDGs対応、働き方改革など経営基盤の強化に

向けた取り組みを、並行して実践いたします。

　資本業務提携の効果を最大限刈り取るべく、三菱商事とのタスク

フォース活動を通じて今後の拡販策と収益拡大策の実践を、スピー

ド感をもって行ないます。

　前人未踏の世界を自らが切り拓くメーカーでありたいと、新たな

ブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。（英語：Open 

Roads Await）」を制定しました。フロンティア精神こそ当社の企業

姿勢であり、原点でもあることから、従業員の挑戦心が製品やサー

ビス、そして行動に投影される風土づくりを行なうことで、成長戦略

を実現するとともに非財務価値も高めてまいります。
執行役員
コーポレート統括部門管掌

笹森 建彦

常務執行役員
品質環境安全統括部門管掌

田辺 伸二
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多様な価値観と健全な緊張感で、  
議論を活性させる

　私は2019年3月の株主総会で取締役として選任を受け、

その後の取締役会で会長に就任しました。新体制からすでに

半年が経とうとしていますが、1年前の4月から常勤顧問に就

いて当社経営陣に助言してきましたので、ガバナンスや事業

経営が日々進化を続けていることを肌身に実感しています。

　特に目に見える大きな変化は、「執行と監督の分離」です。

昨年まで取締役会議長を兼任していた社長は今年から業務

執行に専念し、会長職の私が取締役会議長を務めることで役

割分担が明確となり、ガバナンス体制に実効性の高い監督

機能が強化されました。

　もう一つは、「取締役の多様性」。今年、選任された取締役

8名のうち社外取締役が2名、残り6名は社内からの選出です

が、そのうち2名は商社を退社して転身してきた者です。そう

いう意味では、半数が当社とは異なる文化の中で全く異なる

経験を経てきていることから、議論も多様な価値観のもとで

活発に進めることができています。特に当社の社外取締役

は、お二人とも経営のバックグラウンドをお持ちであり、耳の

痛い内容であっても「こうあるべきではないか」という忌憚

のない意見を提示されていることも、ガバナンスに良い緊張

を与えていただいています。また、2018年4月に取締役会の

付議基準を変更し、業務執行に関する事項は常務会（現・経

営会議）に権限を大幅に委譲し、取締役会では全社経営方針

や重要案件の審議を中心に、時間の大半をそれらの議論に

注ぐようになりました。テーマの次元が高くなったことで、議

論の質も非常に濃くなっています。取締役会長として業務執

行を監督しながら、当社経営のステージアップに資する取締

役会の運営に努めてまいりたいと思います。

従業員の潜在力を最大限に引き上げ、  
成長へつなげる

　さて、当社は欧州新工場の建設を軸に次の成長を企図し

た攻めの戦略を発表しましたが、こうしたプロジェクトの実

現に向けて舵を切ることができたのは、免震ゴム問題の対

策に経営資源を優先的に投入していた間も、従業員たちが

将来に備えた検討、準備を続けてきたからです。ここに、当

社従業員の愚直で真摯な情熱が表れています。

　その点で、当社のアセットは、現場で働く従業員の問題意識

や潜在力だと考えます。これまで当社が良い技術や商品を生

み出してこられたのは、現場の技術、アイデアをうまくボトム

アップで具現化できていたからだと私は見ています。当社の経

営陣は、現場のポテンシャルを吸い上げ、アセットを実効性の

ある施策に具現化して推進させる役割が求められています。

従業員の潜在力を成長につなげる力強い経営を進めること

で、全社一同が社会の期待に応えていけたらと考えています。

会長メッセージ

次の成長ステージにふさわしい

ガバナンスの充実をめざして

取締役会長

山田 保裕

さらなるガバナンス体制の充実に向けて
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取締役会長

山田 保裕

基本方針
　当社グループは、実効的なコーポレート・ガバナンスの 

実現を目的として、コーポレートガバナンス・コードの原則を

適切に実践しています。株主の権利・平等性を確保し、株主

以外のステークホルダーとの適切な協働および対話に 

努め、そのための適切な情報開示と透明性の確保に取り

組んでいます。取締役会においては、株主に対する説明責

任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向

上のため、収益力の向上、資本効率の改善などを図る役割・ 

責務を適切に実践しています。

　また、理念において、常に社会のために正しい仕事を通じ

て役に立つことを判断基準の第一義に置き、公正な心で 

人と仕事に向き合い、公明正大に行動することを掲げてい

ます。その理念の体現に必要なコンプライアンスの強化の

取り組みにおいて、誠実に事業活動を行なうためのグルー

プ各社共通の行動原則として「TOYO TIREグループ企業行

動憲章」を、そして役員・従業員一人ひとりが企業行動憲章

を実践するために「TOYO TIREグループ行動基準」を定め、

グループ全体への浸透を図っています。

コーポレート・ガバナンス体制
　コーポレート・ガバナンス体制として、意思決定・監督機関

である「取締役会」、執行の意思決定機関である「常務会」、

分野別の審議・協議機関である「各種専門委員会」、そして

取締役会および取締役の職務執行の監査機能を果たす 

機関として「監査役会」があり、それぞれ機能を十分発揮で

きる体制を整えています。

　当社は、任意の独立した諮問委員会を設置していません

が、経営陣幹部・取締役の選解任や報酬などの重要事項に

ついては、独立社外取締役へ事前に説明を行ない、適切な

関与・助言を得た後に取締役会がこれを決定しているため、 

独立性・客観性を確保していると考えています。また取締役

会に関して定期的に外部評価を実施することで、取締役会

および各委員会の機能性と実効性を確保しています。

コーポレート・ガバナンス

専門委員会

株主総会（年1回） ・議長： 社長

監査役会 ・構成員： 監査役 *4名（うち社外監査役3名）
* 各監査役の専門性については、定時株主招集ご通知をご参照ください。

・議長： 会長
・構成員： 取締役 *8名（うち社外取締役2名）
*  各取締役の取締役会出席率、各者の専門性については、定時株主招集ご通知をご参照ください。また役員報酬の総額および 
役員報酬方針については有価証券報告書をご参照ください。

・議長： 社長
・構成員： 常務執行役員、執行役員、経営企画本部長13名（陪席：取締役会長、社外取締役、監査役）

取締役会（月1回）

常務会（月2回）

コンプライアンス委員会（四半期に1回）
・議長：  チーフコンプライアンスオフィサー（取締役会より選任）
・ 構成員：  チーフコンプライアンスオフィサー、コンプライアンスオフィサー、関係組織部長26名 

（陪席：取締役会長、社外取締役、監査役）

組織人事委員会（四半期に1回）
・議長： 社長
・構成員： 社内取締役6名

危機管理委員会（四半期に1回）
・議長： 危機管理統括
・構成員：  危機管理統括、関係統括部門管掌、関係組織本部長9名

環境・安全衛生委員会（四半期に1回）
・議長： 品質環境安全統括部門管掌
・ 構成員：  関係統括部門管掌、関係組織本部長、関係組織部長11名

投融資委員会（月2回）
・議長： 経営企画本部長
・構成員： 経営企画本部長、関係組織部長7名

品質保証委員会（四半期に1回）
・議長： 品質環境安全統括部門管掌
・構成員：  関係統括部門管掌、関係組織本部長6名

技術委員会（月1回）
・議長： 技術統括部門管掌
・構成員：  技術統括部門管掌、関係組織本部長8名

ガバナンス構造（2019年4月時点）
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内部統制システム
　会社法にもとづき、内部統制システムの構築に関する 

基本方針を取締役会で決議し、体制の整備を図っていま

す。基本方針については、経営環境の変化などに応じて毎

年見直しを行ない、一層実効性のある内部統制システムの

整備・運用に努めています。

　なお、当社グループの子会社および関連会社に対しては、

相互にその独立性を尊重しつつ、グループとしての業績向上

および事業繁栄を目指す上で、必要なガバナンスの強化を目

的として「関係会社管理規定」を定め、管理部署、管理責任者

を明確にし、業務の効率化と管理の適正化を確保しています。

コンプライアンス推進体制
　当社グループにおいて、当社社長がコンプライアンスを

統括する責任者として、コンプライアンスを経営における 

最優先事項とし、コンプライアンス体制の整備および改善

に努めています。

　コンプライアンスの推進に関する協議・検討機関として、

専門委員会の一つにコンプライアンス委員会を設置すると

ともに、コンプライアンスオフィサー制度のもと、チーフコン

プライアンスオフィサー（CCO）、コンプライアンスオフィ

サー（CO）およびコンプライアンスリーダー（CL）が主体

となり、コンプライアンスの推進を図っています。コンプラ

イアンス事案（またはその疑い）がCOに報告されると直ち

に調査対応が図られる仕組みとなっています。調査対応が

図られ再発防止策まで実施された事案から社内公表されて

おり、身近に同様の事案がないかの調査（横展開）、法令ま

たは社内ルールの再確認、同様の事案が発生した場合の対

処方法および再発防止策の参考などに活用しています。

取締役会の取り組み
　2018年度は取締役会を原則月1回、合計20回開催し、 

取締役および監査役が参加しました。

　当社では、2017年度から、全取締役・監査役に対して、取

締役会の運営・構成・活動などに関する記名式アンケートを

実施することにより、取締役会全体の実効性について分析

および評価を行なっています。公正性を担保するため、アン

ケートの集計と分析および評価は第三者に委託しています。

　2018年度に実施したアンケートの結果の概要と今後の

対応は次のとおりです。これらの内容を踏まえて、さらに取

締役会の機能向上を図っていきます。

分析および評価結果の概要
全ての項目において概ね肯定的な自己評価が得られてお

り、取締役会全体の実効性は確保されている。特に、経営の

監督については、前年度に引き続き、高く評価。一方で、 

実効性の向上に向けた、取締役会における議論のさらなる

活性化や多様性の促進について指摘。

今後の対応
議論のさらなる活性化については、2018年4月から取締役会

規則を改定し、付議基準の変更や業務報告の充実を実施。その

他の課題についても、引き続き改善に向けて取り組みを継続。

株主・投資家さまとの対話
　当社は、年1回株主総会を、四半期決算ごとに「決算説明

会」を開催しています。通期および中間の決算発表時には、

経営トップから機関投資家や証券アナリストの皆さまに、 

業績動向や将来の展望、事業環境や市場の動きをお伝えし

ています。決算発表以外にも、社長をはじめとするマネジ

メントクラスと機関投資家とのエンゲージメント機会を複数

回設けました。また、機関投資家・アナリストの皆さまのそれ

ぞれの関心事に対して、IR担当者がお答えするコミュニケー

ション機会（個別取材対応）も四半期ごとに設け、当社グ

ループの経営に対する理解促進を図っています。

　さらに、海外機関投資家の皆さまからの増加する要請に

対しても、サイレント期間を除き個別取材の充実や、カン

ファレンスへの参加を通して、積極的に対応しています。

危機管理体制の強化
　当社グループでは、「危機管理規程」にもとづき、コーポレー

ト統括部門管掌が危機管理統括として、危機事象*ごとに設置

した危機管理責任者以下、危機管理体制を統括します。主な危

機事象については、平時における当社グループにとっての潜在

的な危機事象の評価・分析および危機事象の発生可能性を低

減するための活動と、有事における被害・損害を最小限に抑え

速やかに事業を復旧するための活動を取り決め、管理します。

*  危機管理委員会の対象とする危機事象：災害・事故、品質、購買、法令違反、情報管
理、労務、免震ゴム問題

コーポレート・ガバナンス
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平野 章夫

監査役  

佐伯 照道 *2

山本 幸男 *2

常勤監査役  

石野 政治

植松 秀文瀧脇 將雄 

高橋 英明

段 則之

鈴木 伊織

本母 利彦 

清水 隆史 *3

笹森 建彦 *3

田辺 伸二

水谷 友重 金井 昌之 *3

光畑 達雄 *3 井村 洋次 *3

守屋 学 下村 哲生 栗林 健太

矢野 雅夫 *2

役員一覧 （2019年3月30日現在）

取締役

6

78 2

34
5

1

監査役

*1. 社外取締役　
*2. 社外監査役　
*3. 取締役との兼務

執行役員

執行役員  

1  山田 保裕 （取締役会長）
2  清水 隆史 （代表取締役 社長）
3  金井 昌之  （取締役 常務執行役員） 
4  光畑 達雄 （取締役 執行役員）   

5  井村 洋次 （取締役 執行役員） 
6  笹森 建彦 （取締役 執行役員） 
7  森田 研 *1 （取締役） 
8   武田 厚 *1 （取締役） 

社長  常務執行役員  
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社外取締役インタビュー

　私が社外取締役に就任したのは当社が免震ゴム問題を

公表した2015年で、会社再建のために私の経験が役立つ

かもしれないと思い、お引き受けしました。

　免震ゴムの問題や他社で起こった同様の問題は、明確な

悪意を持って起こしたものはほとんどありません。他社との

競争のなかで、少しでも表示性能を良くして販売増加につ

なげようと、自らの製造実力を十分把握せず製品化してし

まった結果と思います。製造現場の製品化におけるバラツ

キ、管理能力、検査内容などの実力を十分に把握したうえ

で、無理のない商品化を進めなければなりません。

　会社は、創業から全員の努力で次第に成果を上げ、売上・

利益が増加し発展していきます。それとともに時代の変化

により、不要な贅肉もできてきます。我々は、常にその不必

要なものを見つけ、省いてゆく努力を怠ってはなりません。

日々、会社の創業からの理念に立ち返り反省するとととも

に、体質をより良くすることを考えることによって発展して

いくものと思います。努力の大きさが不十分で何も対処し

なければ、会社は衰退していきます。免震ゴム問題の後に

防振ゴム問題が起きたことからも体質の弱さを感じました。

そのようなことがありましたので取締役会では厳しいことを

申し上げています。

　いろいろな課題に対して、多方面から見たうえで会社の

運営を行なう必要があります。会社、顧客、従業員と従業員

の家族、株主などさまざまな関係者に対して、安心感のある

会社とする責任があります。この視点は常に忘れないよう

に、今後も意見してまいります。

　自分以外、当社以外の方々の知識や経験を知って参考に

し、多面的に物事を見て、考えの幅を広げることが大切で

す。また、枠や組織にとらわれて、自分で仕事の範囲を決め

てしまい自分の「枠」の領域を狭く考えてはなりません。定

められたルールを大事にすることは必要ですが、時代に合

わないルールは変えていきましょう。

　「枠」にとらわれずに広く考え、自分の意思を持ち、自問自

答しながら行動すると、一人ひとりの働き方も会社も、もっ

と良くなることができると思います。

　従業員の方々が、全員健康で充実した会社生活を送って

いただくとともに、より一層の発展を期待します。

社外取締役

森田 研

既存の枠にとらわれず、考えの幅を広げることに期待
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　私が社外取締役に就任した当時の取締役会では、免震ゴ

ム問題の渦中だったこともあって、その交換工事に関する

案件が集中し、将来的な会社の方向性やそれに向けた体制

などの議論をすることはあまりありませんでした。その頃に

比べると、組織改革や事業譲渡、社名の変更を経て、最近で

は役員の若返りも進んで議論も活発になり、本来の取締役

会らしくなってきたと感じています。

　コンプライアンスに対する受け止め方も、この3年間で大

きく変化しました。当初は危機的状況に対して対策を講じて

いた印象でしたが、2018年頃からはコンプライアンス活動

が定着浸透してきたように思います。2017年から始まった

コンプライアンス委員会による幹部の拠点訪問は、コンプ

ライアンスだけでなく、幹部が会社の経営状況を現場に話

すことで、現場と幹部の間の信頼関係を構築することに大

きく寄与しています。これはガバナンスの基本にもつながっ

ていると考えます。

　私は、ガバナンスとは会社経営そのものだと考えていま

す。形式的で表面的な規定でしばるのではなく、会社の体

制が、適切で規範に則り、成長発展に資する行動をとれてい

るかが重要です。ことさらガバナンスという言葉を使わずと

も、会社の成長発展に役員が貢献できているということで

あれば、すなわち適切なガバナンスが効いていると言える

のではないでしょうか。その点において、当社の取締役は誰

もが会社のために真剣に行動していると判断しています。

そして、さらにそこに外部の視点を持った人が加われば、よ

り会社の発展の可能性は広がります。それが当社の社外取

締役に期待されていることと考えます。ただ、私は社外取締

役ではありますが、自分が「社外」であるという意識はまった

くありません。会社の今後や従業員の幸せを取締役がとも

に考え、外部からの提言を会社経営に取り入れる 社内、

社外の取締役の関与の方法は異なりますが、社内取締役、

社外取締役はともに会社を発展させる役割を担っていま

す。ですから、外部の視点を持っている立場から、当社の成

長発展に貢献したいと考えています。

　新工場の建設も決定し、当社の進むべき道がさらに明確

になりました。経営層、管理職には従業員を鼓舞し、全役職

員が一つの目標に向かって邁進することを期待しています。

自らの判断で意思決定ができる会社となり、会社全体で未

来に向かって飛び立つ、これが第二の創業そのものである

と思います。

ガバナンスとは会社経営そのもの

社外取締役

武田 厚
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理念にもとづいたTOYO TIREのサステナビリティ

2017年、新たに理念を制定し直した当社グループは、理念にもとづいて行動していくことの大切さを理解、

共感、習慣化させていく取り組みを進めています。

　習慣化とは、役員・従業員一人ひとりが実践、体現していく社風、文化を定着させることであり、

一朝一日には成しえるものではありません。

　息の長い粘り強さが求められる取り組みですが、それそのものが事業を強くし、

また企業価値の向上につながるものとして、経営の根幹として位置づけ、

一つひとつの行動が理念の体現となるように働きかけを行なっています。

従業員と役員がともにつくり上げた理念
　当社が2015年に発生させた一連の問題では、社内風土

の改革の必要性が内外で認識されました。翌年、休日を利

用して全役員が一堂に集い、当社が今すぐ取り組むべき課

題について議論を交わし、最終的にたどり着いたのが「共通

理念の明確化と浸透促進」というテーマでした。ともすれば

理念を二の次に置いてきた過去を改め、理念を経営の柱に

据えてベクトルを合わせていく意思を表明したのです。

　これを受けて、部門・役職・年齢・性別を超えた従業員によ

るワーキンググループを組成し、「理念のあり方」を検討す

る社内プロジェクトを立ち上げました。

　「仕事のなかで得られた大切な経験」「当社が今、抱えて

いる真の課題」「将来にわたって守っていくべきもの」など

について、真剣なディスカッションを重ね、あるべき姿を自

分たちの言葉でまとめ上げました。

　これを役員に提言し、役員もそれを土台として同様の議

論を深めました。双方での対話の結果、「創業時に設定した

社是を軸に置いた新たな理念」の必要性を共通の認識とし

て確認し、理念を体系化、制定するに至りました。

　当社が理念を見直した背景には、2つの意味合いがありま

す。「過去、理念と事業経営に距離が生まれ、理念の意味合

いが会社のなかで希薄化し、図らずも不祥事の遠因になっ

たという反省」、そして、「すでに業容が拡大してきた今、将

来を見据え、持続的に成長していくために精神的な支柱に

よってベクトルを合わせる必要性」。これらを背景として、当

社の理念は、長い会社の歴史の途上で立ち止まり、役員と

従業員が会社の将来に思いを馳せてつくり上げたもので

す。当社では、これをすべての仕事の起点に置き、正しく理

解し、ともに体現していこうとしている段階にあります。

言葉を尽くした理念体系
　当社の理念は、「社是」「私たちの使命（ミッション）」「私た

ちのありたい姿（めざすべき企業像）」「私たちの持つべき価値

観（TOYO WAY）」という4つの要素をもって構成しています。

　それぞれの要素は相互に関係性を有しており、体系化され

た一つひとつにはそれぞれ定義された意味合いがあります。

定義を覚えることを優先するのではなく、理念の各要素に含

まれた言葉を自分の仕事や行動のなかで大切だと感じ、共感

していくことに重きを置いて、浸透活動を進めています。

理念の体系

2017年1月1日　新たな理念を制定

従業員階層の声を
ボトムアップ

役員の議論による 
結論づけ

社是

当社は、「社是」を理念体系にお
ける、最上位概念として位置づ
けます。「社是」は、将来にわたっ
て継承し続けていく大切な創業
の精神です。

私たちのありたい姿
（めざす企業像）

当社は、会社の使命（社会への約
束）を果たすために、私たち自身
がどういう会社をめざすのかと
いうことを自らの言葉で定義し
ます。いわば、これは私たちが目
標とする会社のありたい姿です。

私たちの使命
（ミッション）

当社は、社会における存在意義
を自らの言葉で定義します。こ
れは、当社が社会に対して負って
いる使命を表わすものであり、
いわば、会社として社会に約束
する事柄です。

私たちの持つべき価値観
（TOYO WAY）

当社は、会社の使命を果たし、あ
りたいと考える会社の姿を実現
していくために、当社に属する全
役員・全従業員が等しく大切にす
る考え方のよりどころ、価値観を
言葉で定義します。

P.1をご参照ください

21 TOYO TIRE株式会社　アニュアルレポート2018TOYO TIRE株式会社　アニュアルレポート2018



階層別に役割意識を喚起する理念研修
　ひと言で「理念」と言っても、お仕着せのお題目となって

は意味がないため、唱和や暗記といったルーチンワークを

奨励することはせず、むしろ、語り合いのなかで共感できる

ことを発見し合えるような浸透をめざしています。

　そのため、これまでは体系化していなかった階層別の役

割を明確にして、必要な研修を準備し、全社的に展開を図っ

ています。

新しい仲間に対する理念の講義
　新入社員をはじめ、中途採用者を含め、新たに当社グルー

プの仲間になった従業員に対し、「理念」を学ぶ講義の時間

を設けています。

　理念の講義では、社内の浸透事務局幹部が講師となり、

「①当社が起こした不祥事」「②理念を見直した背景と方法」

「③当社の生い立ち」という、当社に属する誰もが『理念に向

き合うときに念頭に置いておくべきと考える3点』について、

説明を実施しています。

　こうして、新たに迎える仲間にも当社の過去に関して正し

い理解を促すとともに、理念の言葉を自分事とできるよう、

丁寧に制定の背景を伝えるようにしています。

　こうした社内講義、あるいは社内研修の場を通じて、理念

に向き合う機会を従業員に設け、自部門での自発的な取り

組みへの意欲的な参画を動機づける工夫を重ねています。

2017年度 2019年度2018年度

・理念を語る会（約1,200名参加）
・各種研修での理念講義（約250名受講）

・役員・本部長向け理念研修（24名参加）
・部門長向け理念研修（実施予定）
・理念を語る職場分科会（実施予定）
・各種研修機会での理念講義（実施中）

・部門長向け理念研修（60名参加）
・現場リーダー向け理念研修（160名参加）
・理念を語る職場分科会（全部門で実施）
・各種研修機会での理念講義（約250名受講）

P.24をご参照ください

　当社グループでは、理念を実践する事業活動こそ社会から期待され、喜ばれる本質的な企業像であることを認識し、
今後とも理念の浸透と体現を重要な経営施策として位置づけ、真摯かつ継続的に取り組んでまいります。

浸透の壁を取り除く／ 
理念に関する発信を続ける

経営層

部門長と理念への共感を現場に 
馴染ませていく

現場リーダー層

理念の体現者・ 
伝道師として浸透を率先垂範する

部門長

理念を判断基準にした 
仕事の実践を重ねていくメンバー層

理念
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コミュニケーション活性化から始まる 
工場発の安全第一、品質向上への取り組み

ノづくりの現場である生産拠点では、コミュニケー

ション活性化を目的とした「小集団活動」が日々行な

われています。毎朝4～ 5名のグループに分かれて、前日の業

務での気づきや危険予知、安全などのテーマでコミュニケー

ションをとり、安全第一の意識を浸透させ、維持しています。

　また、現場目線での「気づき」をもとに品質管理水準を主

体的に高めるQCサークル活動を、50年以上行なっていま

す。各サークルで、課題解決のためにメンバーの経験と知見

を持ち寄り、現状把握・目標設定・活動計画・課題解析を行な

うことで、品質改善を重ねています。そして毎年、全社QC

サークル大会を開催し、各サークルの活動内容や成果を当社

グループ全体に共有しています。

　さらに四半期ごとに品質保証全社会議を開催しています。

各拠点の品質保証担当者や経営幹部が集まり、各拠点、各部

門で取り組んでいる品質改善活動の共有を図ることで品質

意識を向上させ、より効率的な改善活動につなげています。

技術系人材の育成
動車業界が「100年に一度」と言われる大転換期を迎

えるなか、当社は、実用化を念頭に置いた、顧客やお

客さまのニーズや生産部門、販売部門からの声に応える技術

開発を行なっています。

　その技術開発を行なう人材育成の一環として、最先端技術

への取り組みやその成果を経営幹部に対してプレゼンテー

ションする、全社技術開発発表会を開催しました。各技術 

本部から6件のテーマが発表され、「熱応答性液晶エラスト

マー材料の開発」「分子シミュレーションによるゴム材料モデ

リング」「設備の見える化技術の開発」の3件が表彰されまし

た。また、発明者の特許創出意欲を促し、技術発展を目的とし

て、高品質特許を創出した従業員に対する表彰も行なわれま

した。

　いずれのテーマも当社事業の核、モノづくり企業の根幹と

なり得るものです。独自技術をさらなる事業発展に不可欠な

財産として、将来を担う新技術を開発していきます。

一人ひとりによる理念の実践

品質保証全社会議の様子

全社技術開発発表会の様子

全社QCサークル大会の様子日々行なわれる小集団活動

モ

自
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自分たちの行動、言動が理念に合致しているかどうかを、理念に照らし

合わせて確認ができるように、グループ全拠点に理念ボードを掲出し、 

全役職員に理念ポケットカードを配布しています。

安全にタイヤをご利用いただくために、 
トラック・バス用タイヤ作業コンテストを開催

社グループの販売会社である株式会社トーヨータイ

ヤジャパン（以下、TTJ）で、「トラック・バス用タイヤ

作業コンテスト」を開催しています。

　昨今、大型トラックにおける車輪脱落事故が多数発生して

おり、その主な事故原因は点検不十分および作業ミスと報告

されています。当社およびTTJでは、トラック・バスタイヤユー

ザーのお客さまにタイヤを安全に安心してお使いいただける

ように、タイヤ交換作業の品質向上に努めています。当コン

テストは、タイヤ交換作業に従事するTTJのサービスマンを

対象に、作業品質の向上をめざして行なったものです。コン

テストでは、作業手順や安全に関する筆記試験、トラックから

タイヤを外して点検する実技試験が行なわれ、全国から集結

した精鋭のサービスマンが日頃の成果を発揮しました。

　本コンテストを契機に「サービスマスター」の称号を設け

て人事制度との連携を図りながら作業品質の向上を推進す

るほか、今後は自主系代理店のサービスマンにコンテスト 

参加対象を広げて開催することで、お客さまに安心、安全に

タイヤをお使いいただける取り組みを進めていきます。

階層別研修、職場分科会を通した理念の社内浸透
続的に階層別の理念研修を行ない、理念浸透を進め

ています。研修ではワークショップを行なうほか、理

念制定の背景や歴史、社是に込められた創業者の思いに触

れた講義を行ない、受講者一人ひとりが理念への理解を深め

ています。

　また、部署ごとに理念を見つめ直す機会として各部門で職

場分科会を開催し、各自が職場でめざす姿、理念を意識する

ために始めることを話し合いました。「3ヶ月に一度、本部長

と理念を語る場をつくる」「業務報告時には、理念のどの点に

意識して取り組んだのかについても触れる」などが挙がり、各

職場で理念の体現が進んでいます。 理念研修におけるワークショップ

継

当
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私たちのありたい姿（めざす企業像）
一． 私たちは、たゆまぬ技術革新によって、 
一歩先の未来を創る企業をめざします。

一． 私たちは、挑戦心と独創的な発想にあふれた 

闊達な風土を持つ企業をめざします。
一． 私たちは、企業活動に関わるすべての人びとと 

喜びを分かち合う企業をめざします。

体現

課題解決 課題解決

ゴール達成 ゴール達成

TOYO TIREのSDGs

私たちの使命（ミッション）
お客さまの期待や満足を超える感動や驚きを生み出し、 
豊かな社会づくりに貢献します。

誰一人として置き去りにしない社会

TOYO TIREおよび社会の持続可能な成長
機会の拡大、リスクの軽減

国連のSDGs

貢献

TOYO TIREのSDGsの考え方
　当社グループは、国連が提唱する「持続可能な開発目標

（SDGs）」の趣旨に賛同し、2019年3月に、当社グループの

2030年のあるべき姿を「TOYO TIREのSDGs」として策定

しました。

　当社グループでは、持続可能な社会の実現が事業成長の

前提条件であるという認識のもと、グローバルな社会課題

の解決に貢献することが、将来の事業リスクの軽減あるい

は事業機会の拡大につながると考えています。「TOYO 

TIREのSDGs」を通して、当社グループの理念に掲げる「私

たちのありたい姿」を体現し、「私たちの使命」の実現に向

けて取り組んでいきます。

　また、当社は、事業のグローバル化とステークホルダーの

多様化に対応しながら、包摂的な社会 *の実現に貢献するた

め、国連が提唱する「国連グローバル・コンパクト（UNGC）」

に署名しました。グローバル・コンパクトが掲げる人権、労

働、環境、腐敗防止の4分野における10原則、そして社会に

対する説明責任と透明性の確保を支持し、これからもス

テークホルダーの皆さまとの連携や対話を通じて、ともにサ

ステナビリティを推進します。

*  社会的に弱い立場にある人々をも含め排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、支え 
あう社会

TOYO TIREのSDGs
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TOYO TIREグループのSDGsの取り組み
　当社グループは「TOYO TIREのSDGs」の達成を通じて地球規模の社会的課題を解決し、国連が掲げるSDGsの達成に 

貢献していきます。 

バリューチェーン TOYO TIREグループのSDGs
2030年のあるべき姿

関連するSDGs

原材料・調達 •  ステークホルダーとの連携により、持続可能なサプライチェーンを構築
することで、エシカル消費が標準化する社会づくりに貢献する。

研究開発

•  技術の高機能化により、多様な人々の社会参加を可能にするモビリティ
の普及に貢献する。

•  製品・技術の高付加価値化を追求し続け、モビリティの進化に貢献する。

•  技術イノベーションにより、気候変動による影響が生じた社会への適応、
あるいは影響の緩和を目指すモビリティ業界の取り組みに貢献する。

•  資源活用の最適化、および製品耐久性の向上により、地球上の持続可
能な資源循環に貢献する。

生産

•  生産拠点におけるハード（機械・設備）の更新やソフト（運用方法）の 
改善を推進することで、水、エネルギーを含む地球上の資源利用効率の
向上に貢献する。

•  生産拠点において使用するエネルギーに占める再生可能エネルギー割合
を増加することで、地域の再生可能エネルギー利用の促進に貢献する。

•  AI・IoTを活用した生産工程のスマート化など人的負荷を軽減する技術
の開発・導入により、すべての人が安全で、健康的に働く社会づくりに貢
献する。

流通 

（コーポレート）

•  強靭なバリューチェーンを構築することで、気候変動に由来する極端な
気象現象による社会影響の最小化に貢献する。

•  グローバルネットワークの強化により、地域の雇用促進と経済の発展・安
定化に貢献する。

コーポレート

•  従業員が安定して挑戦し続けることができる労働環境を提供することで、
多様な人々が対等に働く機会を得て、活躍できる社会づくりに貢献する。

•  持続可能な発展を支える人材を育てることで、SDGsが主流となる社会
づくりに貢献する。

•  多様なリソースを活用して、地域の教育・文化レベルを向上させ、世界全
体の安定的発展に貢献する。

販売・使用 •  製品使用時の安全啓発活動や整備技術の向上支援により、安心安全な 
モビリティ社会の実現に貢献する。
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連結貸借対照表
TOYO TIRE株式会社および連結子会社
2017年12月31日および2018年12月31日現在

百万円

2017 2018

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 28,268 31,385
　　受取手形及び売掛金 79,371 81,593
　　商品及び製品 54,312 58,053
　　仕掛品 3,012 2,940
　　原材料及び貯蔵品 13,067 13,993
　　繰延税金資産 8,952 6,394
　　その他 17,902 15,220
　　貸倒引当金 △537 △408
　　流動資産合計 204,349 209,174
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物 107,943 104,954
　　　　減価償却累計額 △50,476 △50,768
　　　　建物及び構築物（純額） 57,466 54,185
　　　機械装置及び運搬具 312,612 312,012
　　　　減価償却累計額 △212,088 △222,286
　　　　機械装置及び運搬具（純額） 100,524 89,726
　　　工具、器具及び備品 75,820 74,073
　　　　減価償却累計額 △66,429 △65,074
　　　　工具、器具及び備品（純額） 9,390 8,999
　　　土地 20,009 19,783
　　　リース資産 972 1,406
　　　　減価償却累計額 △652 △678
　　　　リース資産（純額） 320 728
　　　建設仮勘定 4,285 16,879
　　　有形固定資産合計 191,997 190,303
　　無形固定資産
　　　ソフトウエア 2,920 2,911
　　　のれん 1,557 1,317
　　　その他 2,559 2,139
　　　無形固定資産合計 7,037 6,368
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 56,399 47,268
　　　長期貸付金 258 220
　　　退職給付に係る資産 1,058 935
　　　繰延税金資産 3,163 6,638
　　　その他 9,776 8,577
　　　貸倒引当金 △164 △105
　　　投資その他の資産合計 70,492 63,535
　　固定資産合計 269,526 260,207
　資産合計 473,876 469,381

詳細な財務情報については、有価証券報告書（https://www.toyotires.co.jp/ir/library/yuuhou/）をご参照ください。

連結財務諸表
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連結貸借対照表
TOYO TIRE株式会社および連結子会社
2017年12月31日および2018年12月31日現在

百万円

2017 2018

負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 62,589 59,576
　　コマーシャル・ペーパー 2,000 14,000
　　短期借入金 36,490 35,137
　　1年内償還予定の社債 5,000 ̶
　　未払金 21,067 22,499
　　未払法人税等 1,424 1,257
　　役員賞与引当金 55 81
　　返品調整引当金 242 218
　　製品補償引当金 21,000 15,946
　　その他 22,537 25,779
　　流動負債合計 172,407 174,497

　固定負債
　　長期借入金 76,130 87,459
　　役員退職慰労引当金 10 11
　　環境対策引当金 305 274
　　製品補償引当金 42,100 29,592
　　退職給付に係る負債 6,702 7,768
　　繰延税金負債 11,023 10,788
　　その他 1,381 1,738
　　固定負債合計 137,653 137,632
　負債合計 310,061 312,130

純資産の部
　株主資本
　　資本金 30,484 30,484
　　資本剰余金 28,507 28,507
　　利益剰余金 63,041 67,880
　　自己株式 △149 △152
　　株主資本合計 121,883 126,720
　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 27,555 21,278
　　繰延ヘッジ損益 △10 9
　　為替換算調整勘定 7,974 3,848
　　退職給付に係る調整累計額 1,676 883
　　その他の包括利益累計額合計 37,195 26,018
　非支配株主持分 4,735 4,511
　純資産合計 163,815 157,251
負債純資産合計 473,876 469,381
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連結損益計算書
TOYO TIRE株式会社および連結子会社
2017年12月31日および2018年12月31日に終了した会計年度

百万円

2017 2018

売上高 404,999 393,220
売上原価 268,017 259,050
売上総利益 136,982 134,169
販売費及び一般管理費 91,674 91,779
営業利益 45,308 42,390
営業外収益
　受取利息 458 415
　受取配当金 1,482 1,616
　持分法による投資利益 186 194
　受取賃貸料 163 265
　その他 1,012 1,293
　営業外収益合計 3,303 3,785
営業外費用
　支払利息 2,630 2,600
　為替差損 892 2,079
　債権流動化費用 179 300
　その他 4,742 2,815
　営業外費用合計 8,444 7,796
経常利益 40,167 38,379
特別利益
　固定資産売却益 2,534 ̶
　投資有価証券売却益 219 378
　事業譲渡益 4,267 ̶
　特別利益合計 7,022 378
特別損失
　固定資産除却損 724 578
　減損損失 1,050 3,583
　製品補償対策費 4,945 7,289
　製品補償引当金繰入額 13,691 10,239
　独禁法関連損失 5,244 ̶
　特別損失合計 25,657 21,691
税金等調整前当期純利益 21,532 17,067
法人税、住民税及び事業税 3,535 3,809
法人税等調整額 1,706 2,084
法人税等合計 5,241 5,894
当期純利益 16,291 11,173
非支配株主に帰属する当期純利益 814 619
親会社株主に帰属する当期純利益 15,476 10,553

連結財務諸表
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連結株主資本等変動計算書
TOYO TIRE株式会社および連結子会社
2017年12月31日および2018年12月31日に終了した会計年度

百万円

2017 2018

株主資本
　資本金
　　当期首残高 30,484 30,484
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ̶ ̶
　　当期末残高 30,484 30,484
　資本剰余金
　　当期首残高 28,507 28,507
　　当期変動額
　　　自己株式の処分 ̶ 0
　　　当期変動額合計 ̶ 0
　　当期末残高 28,507 28,507
　利益剰余金
　　当期首残高 53,279 63,041
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △5,714 △5,714
　　　親会社株主に帰属する当期純利益 15,476 10,553
　　　当期変動額合計 9,761 4,839
　　当期末残高 63,041 67,880
　自己株式
　　当期首残高 △143 △149
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △6 △2
　　　自己株式の処分 ̶ 0
　　　当期変動額合計 △6 △2
　　当期末残高 △149 △152
　株主資本合計
　　当期首残高 112,128 121,883
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △5,714 △5,714
　　　親会社株主に帰属する当期純利益 15,476 10,553
　　　自己株式の取得 △6 △2
　　　自己株式の処分 ̶ 0
　　　当期変動額合計 9,755 4,837
　　当期末残高 121,883 126,720
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百万円

2017 2018

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　　当期首残高 22,435 27,555
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,119 △6,277
　　　当期変動額合計 5,119 △6,277
　　当期末残高 27,555 21,278
　繰延ヘッジ損益
　　当期首残高 △119 △10
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 20
　　　当期変動額合計 109 20
　　当期末残高 △10 9
　為替換算調整勘定
　　当期首残高 6,843 7,974
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,130 △4,126
　　　当期変動額合計 1,130 △4,126
　　当期末残高 7,974 3,848
　退職給付に係る調整累計額
　　当期首残高 290 1,676
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,385 △793
　　　当期変動額合計 1,385 △793
　　当期末残高 1,676 883
　その他の包括利益累計額合計
　　当期首残高 29,450 37,195
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,745 △11,176
　　　当期変動額合計 7,745 △11,176
　　当期末残高 37,195 26,018
　非支配株主持分
　　当期首残高 4,043 4,735
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 692 △223
　　　当期変動額合計 692 △223
　　当期末残高 4,735 4,511
　純資産合計
　　当期首残高 145,621 163,815
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △5,714 △5,714
　　　親会社株主に帰属する当期純利益 15,476 10,553
　　　自己株式の取得 △6 △2
　　　自己株式の処分 ̶ 0
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,438 △11,400
　　　当期変動額合計 18,193 △6,563
　　当期末残高 163,815 157,251

連結財務諸表

31 TOYO TIRE株式会社　アニュアルレポート2018



連結キャッシュ・フロー計算書
TOYO TIRE株式会社および連結子会社
2017年12月31日および2018年12月31日に終了した会計年度

百万円

2017 2018

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 21,532 17,067
　減価償却費 25,538 25,795
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △976 1,064
　受取利息及び受取配当金 △1,941 △2,032
　支払利息 2,630 2,600
　為替差損益（△は益） △50 623
　持分法による投資損益（△は益） △186 △194
　固定資産売却損益（△は益） △2,534 ̶
　投資有価証券売却損益（△は益） △219 △378
　事業譲渡損益（△は益） △4,267 ̶
　固定資産除却損 724 578
　減損損失 1,050 3,583
　製品補償対策費 4,945 7,289
　製品補償引当金繰入額 13,691 10,239
　独禁法関連損失 5,244 ̶
　売上債権の増減額（△は増加） △1,115 △4,165
　たな卸資産の増減額（△は増加） △6,836 △7,221
　仕入債務の増減額（△は減少） 1,950 △774
　その他 △1,231 3,191
　小計 57,947 57,267
　利息及び配当金の受取額 1,916 2,167
　利息の支払額 △2,759 △2,746
　製品補償関連支払額 △33,250 △34,362
　独禁法関連支払額 △5,244 ̶
　法人税等の支払額 △5,191 △4,363
　法人税等の還付額 12 1,101
　営業活動によるキャッシュ・フロー 13,430 19,063
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 △20,888 △27,360
　有形固定資産の売却による収入 3,434 181
　無形固定資産の取得による支出 △1,019 △1,251
　無形固定資産の売却による収入 5 1
　投資有価証券の取得による支出 △18 △269
　投資有価証券の売却及び償還による収入 222 794
　事業譲渡による収入 7,615 120
　その他 15 △644
　投資活動によるキャッシュ・フロー △10,633 △28,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 913 △5,049
　コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 2,000 12,000
　長期借入れによる収入 22,560 31,068
　長期借入金の返済による支出 △28,370 △13,931
　社債の償還による支出 △5,000 △5,000
　配当金の支払額 △5,714 △5,714
　非支配株主への配当金の支払額 △279 △361
　その他 377 △182
　財務活動によるキャッシュ・フロー △13,513 12,829
現金及び現金同等物に係る換算差額 963 △884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,752 2,580
現金及び現金同等物の期首残高 37,639 27,887
現金及び現金同等物の期末残高 27,887 30,467
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本社 
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13 
Tel: 072-789-9100

東京支店 
（直需タイヤ・自動車部品営業部門） 
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-1-2 
岩本町東洋ビル 
Tel: 03-5823-6131

名古屋事務所 
（直需タイヤ・自動車部品営業部門） 
〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山3 
Tel: 0561-34-5911

広島事務所 
（直需タイヤ・自動車部品営業部門） 
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-13-20 
ディア・光町3F 
Tel: 082-264-3680

仙台工場 
〒989-2484 宮城県岩沼市吹上3-5-1 
Tel: 0223-22-2191

桑名工場 
〒511-0294 三重県員弁郡東員町 
大字中上2400 
Tel: 0594-86-0100

兵庫事業所 
〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町 
六分一1183 
Tel: 079-495-1519

基盤技術センター 
〒666-0131 兵庫県川西市矢問3-10-1 
Tel: 072-789-1400

タイヤ技術センター 
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13 
Tel: 072-775-9000

自動車部品技術センター 
〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山3 
Tel: 0561-34-3211

タイヤテストコース 
〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町 
大字川北2318 
Tel: 050-3818-0090

冬期タイヤテストコース 
〒093-0504 北海道常呂郡佐呂間町字西富

国内

 福島ゴム（株） 
 福島県福島市

 東洋ソフラン（株） 
 愛知県みよし市

 綾部トーヨーゴム（株） 
 京都府綾部市

 トーヨータイヤ物流（株） 
 兵庫県伊丹市

 （株）トーヨータイヤジャパン 
 東京都千代田区

 ニットージャパン（株） 
 東京都千代田区

 東洋ゴム化工品（株） 
 兵庫県加古郡稲美町

 昌和不動産（株） 
 兵庫県伊丹市

 オリエント工機（株） 
 兵庫県伊丹市

  （株）エフ・ティー・ジー 
 兵庫県伊丹市

 仙台サービス（株） 
 宮城県岩沼市

 桑名サービス（株） 
 三重県員弁郡東員町

北米

  TOYO TIRE HOLDINGS OF  
AMERICAS INC. 
アメリカ カリフォルニア州サイプレス

 TOYO TIRE U.S.A. CORP. 
 アメリカ カリフォルニア州サイプレス

 NITTO TIRE U.S.A. INC. 
 アメリカ カリフォルニア州サイプレス

  TOYO TIRE NORTH AMERICA OE 
SALES LLC 
アメリカ ジョージア州バートゥ郡

 TOYO TIRE NORTH AMERICA   
 MANUFACTURING INC. 
 アメリカ ジョージア州バートゥ郡

  TOYO AUTOMOTIVE PARTS  
(USA), INC. 
アメリカ ケンタッキー州フランクリン

 TMM (USA), INC. 
 アメリカ ケンタッキー州フランクリン

 TOYO TIRE CANADA INC. 
  カナダ ブリティッシュコロンビア州 

リッチモンド

 NITTO TIRE CANADA INC. 
  カナダ ブリティッシュコロンビア州 

リッチモンド

 NT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
 メキシコ ティファナ

 TOYO AUTOMOTIVE PARTS DE  
 MEXICO, S.A. DE C.V. 
 メキシコ ケレタロ州エルマルケス市

欧州

 TOYO TIRE EUROPE GMBH 
 ドイツ ヴィリッヒ

 TOYO TIRE DEUTSCHLAND GMBH 
 ドイツ ヴィリッヒ

 TOYO TYRE (UK) LTD. 
 イギリス ノーザンプトン州ラシュデン

 TOYO TIRE BENELUX B.V. 
 オランダ ローゼンダール

 TOYO TIRE ITALIA S.p.A. 
 イタリア コルサルベッティ

 TOYO TIRE RUS LLC 
 ロシア モスクワ

オセアニア

  TOYO TYRE AND RUBBER  
AUSTRALIA LTD. 
オーストラリア ニュー・サウスウェールズ州
ミント

アジア

 SILVERSTONE BERHAD 
 マレーシア クアラルンプール

  SILVERSTONE MARKETING SDN BHD 
マレーシア クアラルンプール

  SILVERSTONE POLYMER INDUSTRIES 
SDN BHD 
マレーシア クアラルンプール

  TOYO TYRE MALAYSIA SDN BHD 
マレーシア ペラ州タイピン

  TOYO TYRE SALES AND MARKETING 
MALAYSIA SDN. BHD. 
マレーシア セランゴール州シャー・アラム

  TOYO RUBBER CHEMICAL 
PRODUCTS (THAILAND) LIMITED 
タイ アユタヤ県ウタイ

 TOYO TIRE (THAILAND) CO., LTD. 
 タイ バンコク

 通伊欧輪胎（上海）貿易有限公司 
 中国 上海市

 通伊欧輪胎張家港有限公司 
 中国 江蘇省

 通伊欧輪胎（諸城）有限公司 
 中国 山東省

 東洋橡塑（広州）有限公司 
 中国 広東省

 タイヤ事業　  自動車部品他事業　  その他

国内事業所 （2018年 12月31日現在）

関係会社 （2018年 12月31日現在）
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発行済株式総数 *1 127,179,073株

株主数 12,097名

上場取引所 東京証券取引所

株主名簿管理人
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人

事業年度 毎年1月1日から同年12月31日まで

定時株主総会 毎年3月

大株主
株主名 持株数（千株）持株比率*2（%）

株式会社ブリヂストン 10,000 7.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,066 7.13 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,497 5.11

トヨタ自動車株式会社 4,774 3.75

ＢＮＹＭ ＲＥ ＦＭＳＦ－ＦＲＡＮＫＬＩＮ ＭＵＴＵＡＬ  
ＧＬＯ ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ＦＤ 4,446 3.50 

ORBIS SICAV 3,915 3.08 

三菱商事株式会社 3,890 3.06

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,804 2.99

株式会社三菱UFJ銀行 2,823 2.22 

SAJAP 2,637 2.07 

*1.  三菱商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行により、2019年3月28日現在の発行済株式 
総数は154,111,029株となります。

*2. 持株比率は、自己株式（186,769株）を控除して計算しています。

格付情報（本レポート発行日現在）
格付機関 対象 格付 公表日

株式会社日本格付研究所
（JCR） 長期発行体格付 BBB+ 2018年7月2日

株式の状況（2018年12月31日現在）

所有株式数別分布

5万株以上
115,484千株

90.80%

5万株未満
3,783千株

2.98%

1万株未満
1,688千株

1.31%

5千株未満
6,244千株

4.91%

所有者別株式分布
金融機関

39,104千株
30.75%

その他の法人
25,455千株

20.01%

個人・その他 
（自己株式含む）

11,627千株
9.14%

外国法人等
48,440千株

38.09%

金融商品取引業者
2,553千株

2.01%

株価の推移（東京証券取引所）

121110987654321121110987654321121110987654321

9,000

6,000

3,000

0

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

2016年度 2017年度 2018年度

株価／円

出来高／万株

127,179千株

127,179千株

投資家情報
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経営管理本部　経営管理部

〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号
TEL：072-789-9111

本冊子内に表示されている製品の名称、サービス名称などは
TOYO TIRE株式会社の日本登録商標または商標です。

2019年9月
Printed in Japan

会社概要（2019年6月30日現在）

商号 TOYO TIRE株式会社

（英文表示） Toyo Tire Corporation

コーポレートサイト https://www.toyotires.co.jp/

設立 1945年（昭和20年）8月1日

資本金 55,935,326,411円

連結子会社 41社（国内12社、海外29社）

従業員数 11,612名（連結、臨時従業員含まず）


