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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

継続事業の金額（注）２

売上収益
調整後

営業利益 （注）１
営業利益

親会社の
所有者に帰属する

四半期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 2,401,758 19.8 277,922 168.0 265,771 － 192,904 －

2020年12月期第３四半期 2,004,164 － 103,703 － 22,547 － △40,026 －

非継続事業を含む金額

親会社の
所有者に帰属する

四半期利益

四半期包括利益
合計額

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭

2021年12月期第３四半期 422,848 － 554,742 － 600.49 599.57

2020年12月期第３四半期 △24,118 － △128,906 － △34.25 △34.25

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 4,452,661 2,638,926 2,596,961 58.3

2020年12月期 4,189,327 2,195,291 2,149,958 51.3

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年12月期 － 50.00 － 60.00 110.00

2021年12月期 － 85.00 －

2021年12月期（予想） 85.00 170.00

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（注）１　当社グループは、従来日本基準で公表していた営業利益に代わり、「調整後営業利益」を採用しております。

なお、調整項目については、添付資料Ｐ．10「１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記　(６) 要約四半期

連結財務諸表に関する注記事項（調整後営業利益から税引前四半期利益への調整表）」をご覧ください。

（注）２　第１四半期連結会計期間より、FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY, LLC(以下ＦＳＢＰ)及び同社の子会社

を非継続事業に分類しております。これにより、非継続事業からの四半期利益は、要約四半期連結損益計算書

上、継続事業と区分して表示しております。なお、対応する2020年12月期第３四半期におきましても、継続事

業の売上収益、調整後営業利益、営業利益及び親会社の所有者に帰属する四半期利益の金額を、2021年と同様

の区分にて組み替えて表示しております。そのため、これらの対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無



（％表示は、対前期増減率）

継続事業の金額 非継続事業を含む金額

売上収益
調整後
営業利益

親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,320,000 18.3 360,000 84.7 325,000 － 461.53

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期３Ｑ 713,698,221株 2020年12月期 713,698,221株

②  期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 9,463,368株 2020年12月期 9,566,508株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 704,171,800株 2020年12月期３Ｑ 704,101,589株

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

当社の米国子会社であるBRIDGESTONE AMERICAS, INC.は、2021年１月６日(現地時間)に、同社の子会社であり米州

セグメントに属するＦＳＢＰを、スイスの建設資材メーカーであるLafargeHolcim Ltdの米国子会社であるHolcim 

Participations (US) Inc.に売却することについて、同社と合意し、2021年３月31日に売却が完了いたしました。

これに伴い、2021年12月期第１四半期連結会計期間より、ＦＳＢＰ及び同社の子会社を非継続事業に分類し、2021

年12月期の連結業績予想の売上収益及び調整後営業利益は、非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しておりま

す。また、対前期増減率の算定に使用した2020年12月期の売上収益及び調整後営業利益の金額は、2021年と同様の

区分にて組み替えて算出した概算値であり、会計監査の結果により変更する可能性があります。

継続事業のみの親会社の所有者に帰属する当期利益及び基本的１株当たり当期利益は以下のとおりとなります。

・親会社の所有者に帰属する当期利益　　　230,000百万円

・基本的１株当たり当期利益　　　　　　　　　 326.62円

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：無

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

　当該資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有し

ております。従って、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は現時点での当

社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。
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前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(2021年９月30日)

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 810,546 850,232

営業債権及びその他の債権 667,761 696,456

棚卸資産 491,240 622,441

その他の金融資産 7,277 7,507

その他の流動資産 76,279 83,521

小計 2,053,104 2,260,157

売却目的で保有する非流動資産 1,425 4,638

流動資産合計 2,054,529 2,264,795

非流動資産

有形固定資産 1,392,141 1,382,759

使用権資産 290,122 286,578

のれん 97,646 119,248

無形資産 117,481 131,491

持分法で会計処理されている投資 24,543 26,180

その他の金融資産 113,222 132,646

繰延税金資産 49,409 54,306

その他の非流動資産 50,234 54,657

非流動資産合計 2,134,798 2,187,866

資産合計 4,189,327 4,452,661

１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(１) 要約四半期連結財政状態計算書
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前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(2021年９月30日)

百万円 百万円

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 420,140 420,580

社債及び借入金 293,978 162,143

リース負債 53,966 53,205

未払法人所得税等 34,978 48,930

その他の金融負債 29,342 23,788

引当金 64,806 50,400

その他の流動負債 144,526 169,193

小計 1,041,736 928,240

売却目的で保有する非流動資産に

直接関連する負債
12 1,913

流動負債合計 1,041,748 930,153

非流動負債

社債及び借入金 412,060 356,888

リース負債 246,187 242,549

その他の金融負債 13,937 20,577

退職給付に係る負債 191,679 184,761

引当金 23,730 23,722

繰延税金負債 28,491 42,300

その他の非流動負債 36,205 12,785

非流動負債合計 952,288 883,582

負債合計 1,994,036 1,813,735

資本

資本金 126,354 126,354

資本剰余金 122,116 122,116

自己株式 △38,657 △38,241

その他の資本の構成要素 △59,851 61,806

利益剰余金 1,999,996 2,324,926

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,149,958 2,596,961

非支配持分 45,333 41,965

資本合計 2,195,291 2,638,926

負債及び資本合計 4,189,327 4,452,661
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

継続事業

売上収益 2,004,164 2,401,758

売上原価 1,296,973 1,446,593

売上総利益 707,191 955,164

販売費及び一般管理費 624,368 679,864

その他の収益 7,861 5,365

その他の費用 68,137 14,895

営業利益 22,547 265,771

金融収益 5,140 6,610

金融費用 17,097 11,587

持分法株式に係る減損損失 18,322 －

持分法による投資損益（△は損失） △2,821 4,170

税引前四半期利益又は損失（△） △10,553 264,964

法人所得税費用 26,787 66,992

継続事業からの四半期利益又は損失（△） △37,340 197,973

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 15,908 229,944

四半期利益又は損失（△） △21,432 427,916

四半期利益又は損失（△）の帰属

親会社の所有者 △24,118 422,848

非支配持分 2,685 5,068

四半期利益又は損失（△） △21,432 427,916

１株当たり四半期利益又は損失（△）

基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）（円）

継続事業 △56.85 273.95

非継続事業 22.59 326.54

合計 △34.25 600.49

希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）（円）

継続事業 △56.85 273.53

非継続事業 22.59 326.05

合計 △34.25 599.57

(２) 要約四半期連結損益計算書

(第３四半期連結累計期間)
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

四半期利益又は損失（△） △21,432 427,916

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価

値の純変動
△4,772 12,489

確定給付制度の再測定 △8,407 3,987

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持

分
△4 △18

純損益に振り替えられることのない項目合計 △13,182 16,458

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △93,105 110,989

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有

効部分
586 351

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持

分
△1,773 △972

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △94,292 110,368

税引後その他の包括利益 △107,474 126,826

四半期包括利益 △128,906 554,742

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △126,165 548,817

非支配持分 △2,741 5,926

四半期包括利益 △128,906 554,742

(３) 要約四半期連結包括利益計算書

(第３四半期連結累計期間)
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権
在外

営業活動体
の換算差額

キャッシュ
・フロー
・ヘッジの
公正価値の
変動額の
有効部分

その他の
包括利益を
通じて測定
する金融

資産の公正
価値の
純変動

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年１月１日残高 126,354 121,998 △232,330 3,275 △18,968 △325 58,678

四半期利益又は損失（△） － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － △91,067 1,021 △4,775

四半期包括利益合計 － － － － △91,067 1,021 △4,775

自己株式の取得 － － △2 － － － －

自己株式の処分 － － 193,652 △140 － － －

配当金 － － － － － － －

支配の喪失とならない子会社に対する
所有者持分の変動

－ 32 － － － － －

その他の資本の構成要素から利益剰余
金への振替

－ － － － － － △4,445

その他の増減 － － － － － － －

所有者との取引額等合計 － 32 193,650 △140 － － △4,445

2020年９月30日残高 126,354 122,030 △38,680 3,135 △110,035 697 49,458

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
確定給付制度

の再測定
合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年１月１日残高 － 42,661 2,290,696 2,349,378 53,099 2,402,477

四半期利益又は損失（△） － － △24,118 △24,118 2,685 △21,432

その他の包括利益 △7,226 △102,047 － △102,047 △5,427 △107,474

四半期包括利益合計 △7,226 △102,047 △24,118 △126,165 △2,741 △128,906

自己株式の取得 － － － △2 － △2

自己株式の処分 － △140 △193,512 0 － 0

配当金 － － △91,531 △91,531 △7,345 △98,875

支配の喪失とならない子会社に対する
所有者持分の変動

－ － － 32 1,039 1,071

その他の資本の構成要素から利益剰余
金への振替

7,226 2,781 △2,781 － － －

その他の増減 － － － － △194 △194

所有者との取引額等合計 7,226 2,641 △287,824 △91,500 △6,499 △98,000

2020年９月30日残高 － △56,745 1,978,754 2,131,713 43,858 2,175,572

(４) 要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間(自　2020年１月１日　至　2020年９月30日)
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権
在外

営業活動体
の換算差額

キャッシュ
・フロー
・ヘッジの
公正価値の
変動額の
有効部分

その他の
包括利益を
通じて測定
する金融

資産の公正
価値の
純変動

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年１月１日残高 126,354 122,116 △38,657 3,125 △112,257 △9 49,290

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － 108,927 522 12,471

四半期包括利益合計 － － － － 108,927 522 12,471

自己株式の取得 － － △9 － － － －

自己株式の処分 － － 424 △64 － － －

配当金 － － － － － － －

支配の喪失とならない子会社に対する
所有者持分の変動

－ － － － － － －

その他の資本の構成要素から利益剰余
金への振替

－ － － － － － △199

その他の増減 － － － － － － －

所有者との取引額等合計 － － 416 △64 － － △199

2021年９月30日残高 126,354 122,116 △38,241 3,062 △3,330 513 61,561

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
確定給付制度

の再測定
合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年１月１日残高 － △59,851 1,999,996 2,149,958 45,333 2,195,291

四半期利益 － － 422,848 422,848 5,068 427,916

その他の包括利益 4,049 125,969 － 125,969 857 126,826

四半期包括利益合計 4,049 125,969 422,848 548,817 5,926 554,742

自己株式の取得 － － － △9 － △9

自己株式の処分 － △64 △59 302 － 302

配当金 － － △102,107 △102,107 △9,107 △111,215

支配の喪失とならない子会社に対する
所有者持分の変動

－ － － － △124 △124

その他の資本の構成要素から利益剰余
金への振替

△4,049 △4,248 4,248 － － －

その他の増減 － － － － △63 △63

所有者との取引額等合計 △4,049 △4,311 △97,918 △101,814 △9,294 △111,108

2021年９月30日残高 － 61,806 2,324,926 2,596,961 41,965 2,638,926

当第３四半期連結累計期間(自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△） △10,553 264,964

非継続事業からの税引前四半期利益 20,741 306,528

減価償却費及び償却費 199,472 185,732

減損損失 35,146 1,747

未払賞与の増減額（△は減少） 8,207 13,853

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13,698 △9,293

受取利息及び受取配当金 △4,908 △6,280

支払利息 10,523 8,330

為替差損益（△は益） △352 △9,032

持分法による投資損益（△は益） 2,821 △4,170

固定資産売却損益（△は益） △2,011 △788

事業・工場再編費用 25,897 7,935

固定資産除却損 1,407 2,018

非継続事業の売却益 － △299,821

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 52,369 △38,241

棚卸資産の増減額（△は増加） 101,722 △128,420

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △67,195 27,831

返金負債の増減額（△は減少） 15,070 16,630

事業・工場再編関連引当金の増減（△は減少） 16,833 △17,683

その他 △9,751 △30,218

小計 381,738 291,623

利息及び配当金の受取額 5,134 7,832

利息の支払額 △10,770 △8,620

法人所得税の支払額 △61,076 △116,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,026 174,644

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 △149,259 △114,544

有形固定資産の売却による収入 8,260 2,460

無形資産の取得による支出 △10,919 △15,399

投資有価証券の取得による支出 △794 △4,053

長期貸付けによる支出 △4,354 △9,573

貸付金の回収による収入 910 10,710

非継続事業の売却による収入 － 359,319

その他 14,490 △45,875

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,666 183,045

(５) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 302,695 60,226

短期借入金の返済による支出 △207,208 △171,275

長期借入れによる収入 116,700 26,520

長期借入金の返済による支出 △271 △108,559

リース負債の返済による支出 △42,327 △44,610

配当金の支払額（親会社の所有者） △91,449 △102,008

配当金の支払額（非支配持分） △7,453 △8,911

その他 △10 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,677 △348,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,856 32,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228,181 41,292

現金及び現金同等物の期首残高 432,924 810,546

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 － △1,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 661,106 850,232
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(６) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

調整後営業利益(注１) 103,703 277,922

調整項目(収益)(注２) 33 1,103

調整項目(費用)(注３) 81,188 13,254

営業利益 22,547 265,771

金融収益 5,140 6,610

金融費用 17,097 11,587

持分法株式に係る減損損失 18,322 －

持分法による投資損益（△は損失） △2,821 4,170

税引前四半期利益又は損失（△） △10,553 264,964

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

受取保険金 4 924

事業・工場再編収益 29 179

調整項目(収益) 33 1,103

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

減損損失 (注４)　35,146 1,747

売上原価(災害損失) (注５)　11,193 614

その他の費用(災害損失) (注６)　2,641 398

事業・工場再編費用 (注７)　25,897 (注８)　7,935

その他一時的かつ多額の費用(注９) 6,310 2,560

調整項目(費用) 81,188 13,254

(調整後営業利益から税引前四半期利益への調整表)

(注１) 調整後営業利益は、営業利益から調整項目(収益及び費用)を除外しております。

(注２) 調整項目(収益)の主な内訳は、以下のとおりであります。

(注３) 調整項目(費用)の主な内訳は、以下のとおりであります。

(注４) 減損損失の主な内訳は、有形固定資産の減損38,300百万円(内、5,148百万円は事業・工場再編費用へ計上)で

す。詳細は注記事項「(非金融資産の減損)」に記載されております。

(注５) 主にCOVID-19の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、工場等の操業を停止した際、

当該停止期間中に発生した固定費等を計上しております。
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(注６) 主にCOVID-19の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、販売店等の営業を停止した

際、当該停止期間中に発生した固定費や、イベントの開催を中止した際、当該イベント開催の準備及び中止の

ために直接要した費用等を計上しております。

(注７) 主に海外のタイヤ工場の閉鎖に向けて協議を開始した事に伴い関連する引当等及びユニットバス事業を譲渡し

た事等の費用を計上しております。なお、(注４)に記載のとおり、有形固定資産の減損損失5,148百万円が含ま

れております。

(注８) 主に海外のタイヤ工場の閉鎖に関連する費用を計上しております。

(注９) 当社の連結子会社であるブリヂストンサイクル株式会社が製造した自転車・電動アシスト自転車の一部対象車

種においてリコールを実施したことに伴い、当該自転車・電動アシスト自転車の点検・改修等に関連した費用

を計上しております。なお、当第３四半期連結累計期間において、当該費用を調整項目としておりますので、

前第３四半期連結累計期間におきまして、同様の区分にて組み替えて表示しております。

(非金融資産の減損)

前第３四半期連結累計期間(自　2020年１月１日　至　2020年９月30日)

(有形固定資産の減損)

　前第３四半期連結累計期間に認識した有形固定資産に係る減損損失38,300百万円は、主に以下の理由によるもの

です。

(1) 「欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ」セグメント

　有形固定資産（ロシアにおける事業用資産）に関して、COVID-19の影響等、事業環境が変化し、想定された収

益が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能額まで9,993百万円減額したことによるものです。当

該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割引率10.3％で割り引いて算定

しております。また、当減損損失は要約四半期連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。

(2) 「中国・アジア・大洋州」セグメント

　有形固定資産（中国における事業用資産）に関して、COVID-19の影響等、事業環境が変化し、想定された収益

が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能額まで19,347百万円減額したことによるものです。当

該資産の回収可能額は処分コスト控除後の公正価値により測定しており、主にマーケットアプローチを用いた第

三者による評価額等に基づき算定しております。公正価値のヒエラルキーはレベル３であります。また、当減損

損失は要約四半期連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。

(持分法で会計処理されている投資の減損)

　前第３四半期連結累計期間に認識した持分法で会計処理されている投資に係る減損損失18,322百万円は、主に

「米州」セグメントにおける共同支配企業であるTIREHUB, LLC宛の投資に関して、COVID-19の影響等、事業環境が

変化し、想定された収益が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで17,160百万円減額した

ことによるものです。当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割引率

11.5％で割り引いて算定しております。また、当減損損失は要約四半期連結損益計算書の「持分法株式に係る減損

損失」に計上しております。
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

販売運賃 103,652 133,710

広告宣伝費及び販売促進費 57,009 59,282

従業員給付費用 192,591 211,296

減価償却費及び償却費 64,967 66,757

研究開発費(注) 70,067 72,583

その他 136,081 136,237

合計 624,368 679,864

(販売費及び一般管理費)

　「販売費及び一般管理費」の内訳は、以下のとおりであります。

(注) 費用として認識される研究開発費はすべて販売費及び一般管理費に含めております。

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

受取保険金 4 924

固定資産売却益 2,009 788

固定資産圧縮損・交付金・補助金 1,675 283

和解金・賠償金 789 12

その他 3,383 3,359

合計 7,861 5,365

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

事業・工場再編費用(注１) 25,897 7,935

固定資産除却損 1,407 2,018

減損損失(注２) 35,146 1,747

その他 5,687 3,195

合計 68,137 14,895

(その他の収益及びその他の費用)

　「その他の収益」及び「その他の費用」の内訳は、以下のとおりであります。

(1) その他の収益

(2) その他の費用

(注１) 事業・工場再編費用の主な内容は、注記事項「(調整後営業利益から税引前四半期利益への調整表)」に記載さ

れております。

(注２) 減損損失の主な内容は、注記事項「(非金融資産の減損)」に記載されております。
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

受取利息(注) 3,011 4,994

受取配当金(注) 1,821 1,286

その他 308 330

合計 5,140 6,610

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

支払利息(注) 10,523 8,233

確定給付制度に係る純利息 2,869 1,749

その他 3,705 1,604

合計 17,097 11,587

(金融収益及び金融費用)

　「金融収益」及び「金融費用」の内訳は、以下のとおりであります。

(1) 金融収益

(2) 金融費用

(注) 受取利息及び支払利息は、償却原価で測定する金融資産及び金融負債に係るものであります。

また、受取配当金は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係るものであります。
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前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

百万円 百万円

非継続事業の損益

収益(注) 144,866 347,840

費用 △124,125 △41,312

非継続事業からの税引前四半期利益 20,741 306,528

法人所得税費用(注) △4,833 △76,585

非継続事業からの四半期利益 15,908 229,944

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

百万円 百万円

非継続事業からのキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,186 △303

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,985 352,173

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,072 －

合計 2,273 351,870

(非継続事業)

　当社の米国子会社であるBRIDGESTONE AMERICAS, INC.は、2021年１月６日(現地時間)に、同社の子会社であり

米州セグメントに属するＦＳＢＰを、スイスの建設資材メーカーであるLafargeHolcim Ltdの米国子会社である

Holcim Participations (US) Inc.に売却することについて、同社と合意し、2021年３月31日に売却が完了いたし

ました。

　これにより、当第３四半期連結累計期間においては、ＦＳＢＰ及び同社の子会社を非継続事業に分類するとと

もに、前第３四半期連結累計期間についても、再表示し、当該非継続事業を区分して表示しております。

(1) 非継続事業の損益

(注) 当第３四半期連結累計期間において、ＦＳＢＰを譲渡したことによる売却益299,821百万円が含まれております。

これに係る法人所得税費用は69,529百万円であります。

(2) 非継続事業からのキャッシュ・フロー

(後発事象)

該当事項はありません。
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