
　マツダでは、2012年２月、厳しい外部環境への対応と

将来の成長を確実にするために「構造改革プラン」を発表

し、主要施策を実施してきました。SKYACTIVによるビジ

ネス革新は着実に成果が出ており、2012年以来、台数、

利益ともに成長を実現してきました。しかし、主要施策の

各領域では、まだ改善の余地があると考えています。

　そこで、2017年3月期から新たにスタートする3ヵ年

の中期経営計画「構造改革ステージ2」では、「構造改革 

プラン」での主要施策をより高いステージに引き上げ、

着実な台数成長を持続させながら、商品・販売・生産・

財務の各領域でビジネス効率を高めるなど「質的成長」

を図り、本格的な「ブランド価値向上」に向けた取り組み

を加速します。具体的には、SKYACTIV商品群の継続的

進化と新型車の導入により、台数成長を持続しつつ、 

ブランド・ 販売ネットワーク・グローバル生産効率など

ビジネス基盤を強化します。また、開発・生産・調達が 

一体となったグローバル一括企画により、 最適コモン

アーキテクチャーを実現し、さらに高効率・高性能な 

SKYACTIV GEN2（Generation2）モデルの投入を開始し

ます。さらに、強固な財務基盤構築にあわせ、配当性向を

改善していきます。

　今回の特集では、「構造改革ステージ2」の主要施策に

ついて説明します。

構造改革ステージ2
質的成長／ブランド価値向上を目指して
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構造改革プラン
（2013年3月期～2016年3月期）

構造改革による
事業構造の転換

さらなる持続的成長
質的成長／

ブランド価値向上

構造改革ステージ2
（2017年3月期～2019年3月期）

次期中期経営計画
（2020年3月期～）

商品・開発
● SKYACTIV商品の継続的進化
● GEN2モデル開発・投入開始

● GEN2本格導入
● 電気駆動強化

ブランド・販売
●  正価販売と台数成長 

ブランド価値向上に着手
●  販売戦略浸透に向けた 

現場改革を推進
●  商品の大幅強化による 

台数成長

グローバル生産
●  メキシコ・タイ・ロシア・ 

マレーシアなどでの生産体制強化
●   工場稼働率最大化により 

販売拡大をサポート
●  量的成長に向けた 

生産能力拡充

財務基盤強化
●  円高環境下でも利益を創出する 

収益構造への転換
● 財務基盤の回復および復配

● 強固な財務基盤構築
● 配当性向改善

● 成長と収益性向上の両立
● 資本効率・ROEの向上

GEN1 GEN2

■ 販売台数　■ 売上高　  営業利益率
（注）1. GEN1：SKYACTIV Generation1、GEN2：SKYACTIV Generation2の略称
（注）2. 「構造改革ステージ2」に続く次期中期経営計画（2020年3月期～）でのさらなる成長に向けた判断は、事業環境などの変化を踏まえ、「構造改革ステージ2」期間中に行います。
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（3月期）2015201420132012 2016
（見通し）

2017
（見通し）

2018
（見通し）

2019
（見通し）

2020
（見通し）

2021
（見通し）

149万台

125万台

（1.9）%

7%以上6.7%
165万台

3.3兆円

2.0兆円

3.7兆円



 「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を提供する 

   新型車4車種、派生車1車種、合計5車種を市場投入

  開発・生産・調達が一体となったグローバル一括企画

により、最適コモンアーキテクチャーを実現

　 マツ ダ で は2012年 に「 マツ ダ CX-5」を導 入 以 降、

SKYACTIV商品のラインアップを拡充していますが、今後、こ

れらのSKYACTIV商品群に対して「一貫性のある技術進化」と

「魂動デザインの深化」など継続的な進化を図ります。

　例えば、2015年1月より「マツダ アテンザ（海外名：

Mazda6）」と「CX-5」の商品改良モデルの導入を開始しまし

た。内外装デザインや走行性能の向上に加え、マツダコネク

トや安全装備など最新先進装備を採用しています。このよう

な商品改良を他のモデルにも適宜実施し、常に最新のデザ

イン・技術・装備をお客さまにお届けしていきます。

　さらに、「構造改革ステージ2」期間中に、「走る歓び」と 

「優れた環境・安全性能」を実現した新型車4車種、派生車1車

種の合計5車種を投入する計画です。SKYACTIV商品群の継

続的進化と新型車の導入により着実な台数成長を目指します。

　次世代商品に向けた技術開発は、今後さらに厳しくなる 

各国の環境等の規制対応も含め、環境と安全に重点を置いて

進めていきます。

　環境技術については、当面はハイブリッドを含め内燃機関

を動力としたクルマが主体であると予測されます。マツダは、

これまでも内燃機関の改善に取り組んできましたが、今後も、

究極の燃焼技術の実現によりさらに進化を図り、そのうえで

電気デバイスを組み合わせることで大幅な燃費性能の改善

を目指しています。

　2015年にはグローバルで販売するマツダ車の平均燃費

を2008年との比較で約30%向上してきましたが、2020年

には50％向上する計画です。

　安全技術については、人間・ドライバーを中心にして安全・

安心を提供する「Mazda Proactive Safety」の考えに基づい

て、研究・開発を行っています。次世代H.M.I(ヒューマン・ 

マシン・インターフェイス)や「i-ACTIVSENSE」（検知デバイ

スを用いたマツダの先進安全技術）などの着実な進化を図っ

ていきます。

  SKYACTIV商品のフルラインアップによる販売強化

  ブランド価値を向上させる販売戦略浸透に向けた現場

改革を推進

　マツダは、SUV・スポーツカー・ミディアムセダン＆ハッチ

バック・コンパクトカーなどのセグメントに、順次SKYACTIV

モデルを導入してきました。2016年3月期にはSKYACTIV

搭載比率は85％を超える計画であり、フルラインアップと

なったSKYACTIV商品群を梃子に販売強化を図ります。

　また、SKYACTIV商品群をさらに進化させ、ショールーム

では常に最新のデザイン・技術を搭載したモデルをライン

アップし、多様化するお客さまのニーズにあったマツダブ

ランド車を提供します。今後は、「CX-5」や「マツダ CX-3」な

ど販売好調で、今後グローバルでさらに需要拡大が期待で

きるクロスオーバー系車種を重点強化する計画です。

全
車
平
均
燃
費

2008年 2015年 2020年

究極の燃焼技術と電動化技術を
組合せ、劇的に燃費性能を改善

グローバルでの
平均燃費の向上計画 約50%

グローバルでの
平均燃費の向上計画 約30%

GEN1

GEN2

商品・開発

グローバル販売・ 
ネットワーク強化

・より洗練されたデザイン表現
・上質さと快適性を高めたダイナミック性能

・内装デザイン・質感の大幅向上
・最新先進装備の採用

マツダコネクト アダプティブ
LEDヘッドライト

電動パーキング
ブレーキ

「アテンザ」、「CX-5」商品改良モデル
2020年までにマツダ車の燃費を50%向上（2008年対比）
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　さらに、先進安全技術「i-ACTIVSENSE」や新世代4WD 

システム「i-ACTIV AWD」など、マツダの先進技術の機能性

についても訴求し、販売を強化していきます。

　正価販売方針をグローバルに展開し、成果が表れつつあ

ります。お客さまに商品とブランドの価値を十分にお伝えし、

インセンティブに依存しない販売活動を行うことで、実売 

価格の向上や中古車残価の改善を図ります。

　日本では「Be a driver」、アメリカでは「Driving Matters」など

のブランドキャンペーンを実施しています。このようなブラン

ド価値を訴求する広告宣伝などのコミュニケーション戦略は継

続して強化していきます。

　マツダブランドを表現した新世代店舗の展開や店舗改装

をグローバルに進めています。マツダ車の魅力を前面に引

き出し、お客さまにマツダの魅力を感じていただけるマツ

ダブランドの発信・体験拠点として活用していきます。

　カスタマーケアの強化やお客さまのブランド体験向上策

に重点を置いて取り組むなど「現場改革」を推進し、ブランド

価値のさらなる向上を目指していきます。

  モノ造り革新のグローバル展開によるコスト改善加速

  最高生産効率の追求と主要生産拠点の稼働率最大化

により成長をサポート 

　これまでマザー工場である国内生産拠点において大きな

成果が出ている「モノ造り革新」を、今後は海外生産拠点や

サプライチェーンに展開し、グローバルで高品質、高効率な

フレキシブル生産の実現とコスト改善を目指します。

　2019年3月期の165万台販売計画をサポートするため、

2016年3月期から11％の生産拡大を図ります。国内工場

の稼働を高レベルで維持しながら、今後の台数成長は海外

拠点での生産台数の増加で対応していく方針です。特に、 

メキシコ新工場の生産効率を、国内生産レベルまで引き上

げていきます。

グローバル生産・ 
コスト改善

クロスオーバーコンセプト「マツダ越KOERU」

新世代4WDシステム「i-ACTIV AWD」搭載　「マツダ CX-5」

新世代店舗　関東マツダ　目黒碑文谷店

Be a driver Driving matters

モノ造り革新のグローバル展開と
グローバルサプライチェーンへの拡大イメージ
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　また、グローバルでのお客さまのニーズに対応し、乗用車

とSUVの生産フレキシビリティ拡大などにより、主要生産拠

点の生産能力最大化を図ります。

　これらの取り組みを推進するにあたり、グローバル人財

の育成が重要です。開発、生産技術、品質管理等について、

全体最適で判断、行動できる「骨太人財」の育成に取り組み

ます。マツダのビジョンを理解・共有した人財が、海外拠点

で自立し、活躍できる環境・体制づくりを目指します。

　安定的で持続的な成長には強固な財務基盤が不可欠です。

財務基盤の強化とあわせ、配当性向の段階的な引き上げを

図ります。自己資本の拡充に伴い自己資本利益率（ROE）は

減少するものの、「構造改革ステージ2」期間中のROEは13

～15％レベルの維持を目指します。

　着実な台数成長のもと、商品・販売・生産・財務の各領域

でビジネス効率を高めるなど「質的成長」を図り、本格的な 

ブランド価値向上に向けた取り組みを加速していきます。

　財務基盤強化を図りながら諸施策を実施し、2019年3月

期の経営指標達成を目指します。

財務基盤強化と 
株主還元
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201520142013 2016 2017 2018 2019 （3月末）
（見通し）（見通し）（見通し）（見通し）

55.0

自己資本／自己資本比率
■ 自己資本（億円）　  自己資本比率（%）（右軸）
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純有利子負債／フリー・キャッシュ・フロー
■ 純有利子負債*1（億円）　  フリー・キャッシュ・フロー*2（億円）
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配当性向／ROE
 配当性向（%）　  ROE（%）

海外生産拠点の
稼働率を最大化

国内稼働を維持

（3月期）2012 2013 2019
（見通し）

2016
（見通し）

2014 2015

149万台

123万台

165万台

11%
拡大

グローバル生産台数
■ 国内生産台数  ■ 海外生産台数

メキシコ新工場

為替前提 USドル120円／ユーロ130円*1. 3月末　*2. 3月期
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2019年3月期　経営指標

グローバル販売台数

139万7千台	 165万台
営業利益率

6.7％		 7%以上
自己資本比率

35.2％	 45%以上
配当性向

3.8％	 20%以上

 2015年3月期 2019年3月期ターゲット
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