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組織の価値観
100年の時を経て育み続けてきた3つの価値観

マツダは1920年、広島で創業して以来、地域の方々に支えら
れ、地域と共に育ちながら成長を遂げ、2022年で102年目を
迎えます。その歴史を振り返ると、2代目社長の松田重次郎は、
「工業で社会に貢献する」との志を胸に、ものづくりにこだわり、
地域の小規模メーカーながら、その後その志を引き継ぐ形で私
たちは数々の独自技術を生み出してきました。例えば1950年
代には、当時最新の鋳造法を、国内製造業の中で最初に実用
化したほか、1960年代には、商品化が難しいと言われていた
ロータリーエンジンを、世界で初めて2ローター式として市場
に導入しています。このような独自技術を生み出す力となって
きたのが、マツダが代々受け継いできた「飽くなき挑戦」の精神
です。この精神は、近年のSKYACTIV技術、魂動(こどう)デ
ザイン、混流生産やフレキシブル生産などの新しい技術やプロ
セス革新などに受け継がれ、マツダのものづくりに深く定着し
ています。
マツダにはこれまで綿々と受け継いできた考え方があります
が、この度、価値創造プロセスを策定するにあたって、改めて
私たちが最も大切にすべき3つの重要な価値観として定めまし
た。

1つ目は「人を深く知る」ということです。これは、人の能力
を信じ、人の持つ能力の最大化を目指すマツダの「人間中心の
開発哲学」を意味すると同時に、共に仕事をする仲間との相互
理解を深め、信頼関係を築きながら、一人ひとりが自律し活躍
してほしいとの思いも込めています。ITがどれだけ進化しよう
とも、価値を生み出し、改善を積み重ねるのは人にほかなりま
せん。マツダにとって、最も重要な資産は従業員です。したがっ
て、社内での仕事にくわえて、購買取引先、販売店などのビジ
ネスパートナーとの共同活動においても、相手先の人と相互に
理解を深め、信頼関係を築いていくことを大切にしてほしいと
願っています。

2つ目の価値観は、2019年の中期経営計画公表時に示した
「人と共に創る」という考え方です。マツダ単独で実行できるこ
とは限られており、ビジネスパートナーやそのほかのステーク
ホルダーの皆さまとの関係を大切にし、共通の目的・目標、具
体的な活動計画を共に策定し、共創しながら実践していくとい
う思いを込めています。
これは、社外に限らず社内で仕事を進める上でも同様です。
ほとんどの業務活動は、互いの領域を越えて、市場を越えて共
に連携しながら進めていくものですから、社内でも共創が大切
です。
これらは、「協力工場は私どもの兄弟だ」とした3代目社長の
松田恒次の精神性を受け継ぐものです。
価値観の3つ目は、前述した「飽くなき挑戦」です。これは

三次自動車試験場（広島県三次市）の石碑にも刻まれています

が、試験場を訪れこの言葉を見る度に、身の引き締まる思いが
します。「飽くなき挑戦」は6代目社長の山本健一の下、多くの
苦難を乗り越えて実用化したロータリーエンジンの開発の中で
培われた精神性です。マツダではものづくりの領域はもちろん、
これまで数々の苦難を乗り越えてきた全ての領域の従業員にこ
の価値観は綿々と引き継がれています。
今、これら3つの価値観とマツダの歴史を振り返り、改めて、
私たちはお客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに
ずっと支えていただいていたことを身に染みて感じます。皆さ
まとのつながりを引き続き大切にしながら、次の100年に向け
て、マツダを持続・発展させていくことが、私に課せられた使命
だと考えます。

目指す経営の在り方
お客さまとの「共感」を大切にするブランド価値経営

次の100年を創り上げていく中で、私たちが実践しているのが、
ブランド価値経営です。これは、マツダブランドが提供する価値
に、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまが共感
してくださり、そこから生まれる感情的なつながりでマツダと長
くお付き合いしていただき、ブランド価値の向上を通じて企業価
値を高めていく経営哲学です。このブランド価値経営を実践し
ていく上で根幹となるのが、長年にわたって形成されてきた価
値観をベースに、マツダらしい価値を創造し、それを商品・サー
ビスを通じてご提供していくことです。マツダらしい価値とは、
マツダが全社を挙げて最も大切にしている「ひと中心」の思想
から生み出される価値です。ステークホルダーの皆さまのご興味、
ご関心にきちんと向き合い、洞察を深め、私たちとステークホ
ルダーをつなぐ商品や技術、サービスの提供などにおいて、こ
の「ひと中心」の思想を大切にしながら、独自の価値を創造し
ています。
これまでもマツダは、日々の日常生活において、動くこと
の感動を創造してきました。これからも、「誰もが活き活きと
暮らす愉しさと生きる歓び」を社会に提供し続けたいと考えて
います。
「ものづくり」においては、お客さまにとって動くことの感動
体験である「走る歓び」の価値を磨き続けてきました。この「走
る歓び」とは、単にクルマを速く走らせることや、大きなパワー
で疾走するということではなく、ドライバーが意のままに、気持
ちよく、安心してクルマを運転でき、同乗者はもちろんのこと、
場合によってはペットまでもが、移動体験が愉しくなることを意
味しています。それを実現するために、マツダでは今後も「人
間中心の開発哲学」を基に、人の研究を深めていきます。身体
や脳のメカニズムを解明し、どのようにすれば人の能力を最大
限引き出し、拡張できるのか。人の心身の状態が、どのように
クルマや運転に作用するのか。人に安全・安心をもたらす高度
運転支援技術などの開発に活用しているモデルベース開発と、

人を深く知り、
人と共に独自の価値を創出し、
事業と社会のサステナビリティを追求します。

AIを用いたアルゴリズムの開発を通じて、今後も研究を積み重
ねていきます。
また、「つながりづくり」においては、販売・サービスの領域で、

デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を推進していき
ます。お客さまからいただいた情報に加えて、コネクティビティ
技術を搭載した車両から得られた使用・走行データも併用しな
がら、一人ひとりのお客さまのクルマの状況や使い方をより深く
理解し、お客さまのご要望やお困りごとに迅速かつ的確に対応
することを通して、さらなる利便性の向上やカーライフの充実
に努めていきます。
このようなマツダらしさの根幹である「ひと中心」の思想と、
ブランド価値経営を、中期経営計画の中で実践していきますが、
その基盤には、お客さまをはじめとするステークホルダーとの
共通の価値観となる、社会課題解決の姿勢が備わっていること
が前提となります。

中期経営計画について
2023年3月期からは本格的成長期間

現行の中期経営計画は、2019年11月に公表したものをベー
スにしていますが、その後、新型コロナウイルス感染症の世界

的な拡大などによって、外部環境の想定が非常に大きく変化し
たことを踏まえ、2020年11月にその見直しを公表しました。
見直し後の中期経営計画では、本格化していくEVの普及やカー
ボンニュートラル（以下、CN）達成へ向けた投資を計画どおり
に実行していくための財務基盤の確立を経営目標に掲げ、その
実現のために「ブランド価値向上への投資」「ブランド価値を低
下させる支出の抑制」「固定費/原価低減を加速し損益分岐点
台数を低減」「遅れている領域への投資、新たな領域への投資
開始」「協業強化」という5つの方針を軸に各種施策を進めてい
ます。
この方針に沿って中期経営計画では、2020年3月期から

2022年3月期までを足場固めの期間と捉え、計画の後半にあ
たる2023年3月期以降を本格的成長期間と位置づけています。
また、5つの方針に基づく主要施策は、マツダ単独での遂行で
はなく、各領域におけるパートナーの方々と相互理解を深め、
信頼関係に基づき、目的・目標や共創活動を掲げて切磋琢磨し
ながら実行していくことが重要となります。そこで、前述したよ
うに2019年の中期経営計画公表時に、マツダらしい価値観と
して「人と共に創る」を掲げました。

着実に成果を積み上げた足場固めの3年間

2022年3月期をもって足場固めの期間を終えましたが、
2020年11月に中期経営計画見直しを公表して以降の2年間
も、世界的な新型コロナウイルス感染症の再拡大によるロック
ダウンや、半導体の需給逼迫に伴う減産、原材料費・エネル
ギー費の高騰、地政学的リスクの高まり、各国における環境規
制の強化など、外部環境は、公表時の想定からさらに大きく変
容しました。
外部環境が大きく変化する中、足場固めの3年間を振り返り

ますと、特に1つ目の方針として掲げた「ブランド価値向上へ
の投資」についてはしっかりと成果が得られたと評価しています。
これは独自の商品・技術・生産・顧客体験を通じてブランド価値
経営を推し進めていく中核の施策です。当初計画していたトヨ 

タ自動車株式会社との合弁事業の米国新工場建設、米国販売
ネットワーク改革、ラージ商品群、ITなどへの投資については
概ね予定通り実行しました。その効果はすでに米国でのブラン
ド価値向上や、販売の量と質の向上として現れており、
「CX-50」や「CX-60」はお客さまから高く評価されています。
「ブランド価値を低下させる支出の抑制」についても、品質、
変動販促費、サプライチェーンなどにおける支出の大幅な効率
化を図ったことで、目標を上回る成果を上げることができました。
また、コロナ禍当初はクルマを造れない・売れないという非
常に困難な状況に直面しましたが、このような状況はいずれ再
来するとの危機意識のもと、固定費・原価の低減を加速するこ
とで損益分岐点台数の低減を図ってきました。また、社内の改
革においては縦割りの組織に横串を通すように、領域を越えて
活動をしていくクロスファンクション活動を開始し、その多くが

軌道に乗り始めています。クロスファンクション活動は、目的
志向で、意識を変え、仕事を変え、人が育ち、組織を変える、
と私たちが定義した構造改革です。この構造改革と日々の地道
な改善活動との両輪で、当初掲げた損益分岐点台数目標を達
成するなど、財務基盤の改善にも効果が表れています。さらに
この取り組みは、従業員の成長を促す活動にもなっており、と
てもうれしい成果と考えます。

本格的成長を実現し、新たな価値の創造へ

2023年3月期からの本格的成長期間では、これまで築いてき
た成果を地道に改善させながら、投資を終え資産化された
「CX-50」や「CX-60」をはじめとするラージ商品群で成長を牽
引すると同時に、本格的な電動化時代を見据えたEV専用アー
キテクチャーの開発と、パートナー企業と協業して進めている
次世代の電気電子アーキテクチャーや自動運転技術の深化、
次世代コネクティッドなどの技術開発も極めて重要な取り組み
になります。
一方、「遅れている領域への投資、新たな領域への投資開始」

については、成長・雇用・分配の好循環を回す観点から、マツダ
にとって最も重要な資産である従業員がさらに自律して活躍す
ることを後押しできる人的資本への投資強化を進めています。
成長に呼応した従業員への還元もその一つではありますが、デ
ジタル化／電動化へのシフトが本格化していく中で、それを支
える従業員のリスキリングに向けた支援も拡充します。エンジ
ニアの開発スタイルも、これまでは内燃機関などのハードウェ
ア技術を積み上げてクルマを造ってきたものから、今後はソフト
ウェアによる制御技術も重要になります。デジタル化／電動化
に対応するためには、ソフトウェアや制御関連の開発を担うエ
ンジニアのリスキリング機会を増やす教育投資が必要です。また、
エンジニアに限らず、新たな価値の創造や構造改革を加速する
ために、デジタル教育への投資も実施していきます。
現行の中期経営計画の後半は、本格的なEVの普及やCNへ

の投資を見据え、残された期間内に本格的な成長を実現し、
財務基盤の安定化と再投資を図る計画です。この投資計画の
実行に向け、昨今の急激な原材料費・エネルギー費・物流費の
高騰に対しては、改めて、全社を挙げての原価低減活動の構
想と実行計画を立案し、現行の中期経営計画の期間に全社に
定着するよう、確実に実行していきます。
また、新たな仲間づくりへの投資の具体的施策として、広島
県の地場を含むサプライヤーとの間で、電動化時代に向けた電
動駆動系部品の開発・生産の協業契約を締結し、2022年11

月に公表しました。この協業を通じて、今後、新たな技術と新
たな価値の創造を加速していきます。
外部環境における不透明感、不確実性は今後ますます高まる

ように感じています。しかしながら、現行の中期経営計画の最終
年度である2026年3月期末までは、これまで積み上げてきた
資産を活用した成長と、2030年に向けた経営方針に基づく資

産への投資を着実に進めていく、極めて重要な4年間になります。

成長の基盤強化
成長のカギは、誠実な企業姿勢と
人の成長や協働を促す取り組み

価値創造を行いながら、中長期的な企業価値の向上を図るた
めには、その土台となる経営基盤の強化が不可欠です。全て
のステークホルダーの皆さまと良好な関係を保ち続けながら、
コンプライアンスの順守を徹底し、公正で透明かつ迅速果断な
経営の意思決定が行えるよう、コーポレートガバナンスを継続
的に強化・充実させていくことが重要になります。
コーポレートガバナンスについては、2019年6月に機関設
計をこれまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へと移行しました。よりモニタリング・モデルに近いガバナンス
形態を取ることで、監督機能を強化すると同時に、経営に関す
る意思決定のさらなる迅速化を図り、経営戦略の議論について
もこれまで以上に充実化させてきました。新型コロナウイルス
感染症の拡大による影響を含め、マツダを取り巻く事業環境が
大きく変容してきた中で、強固なガバナンス体制を構築してき
たことが、変化への対応力の向上にも奏功したと感じています。
全16名の取締役で構成される取締役会には、2名の女性を含
む多様な知見・経験をお持ちの社外取締役6名にも加わってい
ただき、ジェンダーやスキル・バックグラウンドなどの面での経
営陣のダイバーシティが拡充され、社外の客観的な見地から経
営に関連する助言も数多くいただき、活発な議論の中で、マツ
ダの経営がより洗練されたと考えます。
昨年12月には、「サステナビリティ基本方針」を策定しました。

また、マツダのガバナンス強化の取り組みをより透明性を持っ
て社外のステークホルダーの皆さまにも共有できるよう、社外
取締役を含む全取締役のスキルマトリックスも新たに開示し、
コーポレートガバナンスの強化とその開示の充実に努めてい
ます。

IRに関しては、引き続き、株主や投資家の皆さまに向けた
適時適切な情報開示に加えて、ステークホルダーの皆さまとの
建設的な対話を重ねながら、寄せられた貴重な意見などは、
取締役会で適切に共有を図り、さらに経営幹部へも展開してい
ます。また「サステナビリティ基本方針」で定めた「地球」「人」「社
会」「マネジメント」といったESGに関わる非財務情報についても、
これまで以上に積極的に対外発信し、財務・非財務両面でス
テークホルダーの皆さまとの対話を重ねていけるよう取り組ん
でいく考えです。

従業員の活躍最大化

中長期的な企業価値向上を実現していく上で、コーポレートガ
バナンスと同様に極めて重要な基盤が、先ほども申し上げたマ
ツダの人的資本への投資強化、すなわち従業員の成長です。

組織の中には多様な価値観や考え方が存在します。多様性を
包摂し、また長所として掛け合わせていくことで、新たなイノ
ベーションが生まれます。マツダはこのダイバーシティを尊重し、
一人ひとりの考え方のベクトルを合わせ、その力を結集するこ
とを目的に、2008年に「Mazda Way」を導入しました。
「Mazda Way」は、マツダの創立から培ってきた、仕事を進め
る上での考え方、言わば行動指針をまとめたもので「誠実、基
本・着実、継続的改善、挑戦、自分発、共育（ともいく）、
ONE MAZDA」の7つから成ります。この行動指針は、組織
としての拠り所として、一人ひとりの従業員の個性と能力の発
揮につながっています。
自動車業界はCASEと呼ばれる大変革期にありますが、この

ような時期だからこそ大切になるのが、従業員の自律と活躍で
す。労働環境の改善については、直近4年間、「従業員の活躍
最大化」を労使共通のテーマに掲げ、風通しの良い職場風土づ
くりに労使共同で取り組んできました。日本国内では一般的に
「春闘」と呼ばれる賃金交渉についても、マツダでは「春季労
使協議会」とし、共通の課題やゴールについて、共に本音で議
論していくための場としています。年4回の労使協議会を通じて、
「従業員の活躍最大化」に向けた取り組みや、それを阻害する
要因については継続的な対話を重ね、改善につながる手ごた
えも感じています。
また、組織内の縦のつながりを改善するために、月例での役
員・幹部社員対話を開催しています。業務改善事例の共有、経
営陣からのメッセージの発信などを行い、それぞれの職場での
対話を展開しています。また経営陣の想いや声については、動
画コンテンツに落とし込み、社内向けメディアを活用し、直接
従業員に届けるほか、アンケートで従業員の生の声を集め、双
方向のコミュニケーションを活性化するよう努めています。
私はやはり、何事も本音で対話をすることがとても重要だと

考えており、そこから新たな価値が創造され、ひいては企業価
値の向上へとつながっていくと思っています。
今後も、「本音の対話」「デジタル教育を含む人的資本の強化」

「成長・雇用・分配の好循環」によって、従業員の自律と活躍を
後押ししていきます。

中長期の展望
マツダらしい独自価値を磨き、
サステナブルな成長と価値創造を目指す

自動車を取り巻く事業環境を振り返ると、2000年以降のグ
ローバリゼーションにより世界経済が発展し、EU、北米、
ASEAN、中国などの巨大市場は堅調に成長してきました。マ
ツダもその恩恵を受け、現在、世界130か国でビジネスを行う
までに事業展開を拡げてきました。しかし、昨今、グローバリ
ゼーションは崩壊の兆しを見せています。それに代わる枠組み
として、多極化やブロック経済へのシフトが進み、そのような

中で地政学的リスクが高まったことで、エネルギーや生産資源
確保などの経済安全保障における摩擦など、世界情勢は分断
と対立が顕在化する不透明さを増してきています。
また、コロナ禍でデジタル化が加速し、DXがより一層進む
中で、さまざまなモノが常時インターネットでつながるようにな
り、利便性が格段と向上するとともに、バーチャルとリアルが
融合した新たな価値が創造されるといった変化も見え始めてい
ます。
一方で、世界経済の発展は、地球規模での貧富の格差拡大

を生み出し、気候変動への懸念をより深刻化させました。また
新興国を中心に自動車が急速に普及したことにより、先進国で
は減少傾向にある交通事故も、世界全体で見ると大きく増加し
ています。加えてDXの急速な普及により、プライバシーへの
懸念や、デジタル依存症などの新たな社会課題を生んでおり、
これら一連のメガトレンドが引き起こす事象や変化は、私たち
のビジネスにとても大きな影響を与えます。

社会課題に向けた共創・共生の取り組み

自動車産業においては、人々の日常の懸念となっている地球と
社会の課題を解決する取り組みを進めていくことが、企業とし
てますます重要な責務になります。特に、気候変動への対策と
して、CN社会への移行を実現するためには、私たち自動車
メーカーが果たすべき役割は非常に大きく、またその範囲もさ
まざまな領域にまたがります。また、新興国での自動車の普及
拡大や、先進国を中心に高齢化の進展が進む地域においては、
安全・安心なクルマ社会を築いていくことも私たちの使命の一つ
です。地球や社会が抱えるこのような課題に対し、マツダは、
共創・共生の考え方を軸に、幅広いパートナーやステークホル
ダーの皆さまと一緒に課題解決に向けた新たな技術開発や枠
組み・インフラの構築を進めていきます。同時に、新たな投資
などを通じて、社会課題の解決に寄与するさまざまな取り組み
や技術開発も積極的に推進していきます。
例えば、2021年11月には、中国経済連合会が設立した「中
国地域カーボンニュートラル推進協議会」の専門部会の一つと
して設置された「カーボンニュートラル電力推進部会」に中国
地域5県と地域電力会社、マツダを含む事業者が参画し、活
動を開始しています。業界の枠を超えて中国地域が一体となり、
再生可能エネルギー普及促進の活動や、サーキュラーエコノ
ミーの取り組みを進めています。
また商品の電動化は、パートナーの皆さまと専門的知見を持

ち寄りながら、共同での開発や生産領域の技術開発を行うなど
の取り組みを進めています。
社会の持続可能性と、企業の持続可能性が不可分の関係に

ある中で、昨今ではZ世代を中心に、お客さまの購買行動に
おいても、社会課題の解決に向けた企業姿勢や活動が、購買
動機に影響を及ぼす大きな要素となりつつあります。私たちも、
企業活動と社会の持続可能性への取り組みが、さらに同期化

するよう自らを変革させながら、良き企業市民として、地域社
会やステークホルダーの皆さまからの信頼に応え続けていかな
ければなりません。
自動車メーカーとして当然求められる責任をしっかりと果た

しながら、同時に、企業として持続的に存続・発展していくため
に、私たちは引き続きマツダらしい独自の価値を磨き続け、お
客さまやステークホルダーの皆さまに選び続けていただける商
品・サービスを提供していくことにも全力を注ぎます。

信頼と共感のつながりづくり

1920年の創業以来、マツダはいつの時代にも、クルマをはじ
めとした商品やサービスを通じて人の力を引き出し、社会に活
力を与えることを目指して取り組みを進めてきました。私たち
の代表的商品の一つであるロードスター（海外名「MX-5」）は、
ドライバーの意のままに走り、人とクルマがあたかも人馬一体
であるかのような「走る歓び」を体感できると、お客さまより高
い評価をいただいています。この商品は、30年以上にわたり、
まさにお客さまに育てていただきながら、今日までご愛顧いた
だき続けているクルマとなっています。世界各国では、お客さ
ま主導によるロードスターファンのクラブ組織が誕生しており、
そのコミュニティを通じて、お客さま同士が活き活きと豊かな
時間・生活を過ごされています。
マツダは決して規模の大きな会社ではありません。ですから、

このようなファンの皆さまが、マツダのある生活を愉しんでいた
だけるよう、人を深く知り、人の能力を最大限引き出すものづ
くりと、一人ひとりを大切にした、信頼と共感のつながりづくり
をこれからも進めていきます。そして今後、技術や動力源が変
わろうとも、私たちはその信条を貫き、ものづくり、つながり
づくり、ひとづくりにおいて、マツダらしさを磨き続けてまいり
ます。
人の身体と心を深く研究し、クルマの動きがドライバーや同

乗者に与える影響などを科学的に分析・理解していくために、
私たちは医学界、大学機関、他業界との間に共創ネットワーク
を作り、最適なクルマと人との関係がどうあるべきかについて、
探求を続けています。私たちが今後生み出していく新たな価値
の源泉は、このような活動の中にあると私は考えています。ま
た技術面だけでなく、お客さまが長くマツダというブランドをご
愛顧いただける環境や、コミュニティづくりにも、継続的に取
り組んでまいります。

「共に創る」ことを大切に

クルマの運転は、「認知」「判断」「操作」の連続であり、クルマ
を運転することにより、行動範囲を維持できると共に、移動体
験は心と身体の活性化にもつながります。高齢化の進行する先
進国では、こうしたウェルエイジングの視点でも、安全・安心な
クルマづくりが必要になっていきます。人の力を最大限生かし、
引き出して、それを支援するという技術思想を通じて、マツダ

はこれからも、人々の日常に動くことの感動を創造し、誰もが
活き活きと暮らす「愉しさ」と「生きる歓び」を提供し続けてい
きます。
当面は、不透明で不確実性の高い時代が続くことを念頭に、
社会課題の解決に向けて段階的な取り組みを進めていきます。
そして、「ひと中心」の思想に基づく新たな価値をステークホル
ダーの皆さまと「共に創る」ことを大切にしながら、ブランド価
値経営を磨き続けてまいります。
株主・投資家の皆さまにおかれましては、マツダの目指す方
向性をご理解いただき、引き続き変わらぬご支援を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

05 MAZDA INTEGRATED REPORT 2022 06CONTENTS マツダについて 価値創造 E S G 会社概況



組織の価値観
100年の時を経て育み続けてきた3つの価値観

マツダは1920年、広島で創業して以来、地域の方々に支えら
れ、地域と共に育ちながら成長を遂げ、2022年で102年目を
迎えます。その歴史を振り返ると、2代目社長の松田重次郎は、
「工業で社会に貢献する」との志を胸に、ものづくりにこだわり、
地域の小規模メーカーながら、その後その志を引き継ぐ形で私
たちは数々の独自技術を生み出してきました。例えば1950年
代には、当時最新の鋳造法を、国内製造業の中で最初に実用
化したほか、1960年代には、商品化が難しいと言われていた
ロータリーエンジンを、世界で初めて2ローター式として市場
に導入しています。このような独自技術を生み出す力となって
きたのが、マツダが代々受け継いできた「飽くなき挑戦」の精神
です。この精神は、近年のSKYACTIV技術、魂動(こどう)デ
ザイン、混流生産やフレキシブル生産などの新しい技術やプロ
セス革新などに受け継がれ、マツダのものづくりに深く定着し
ています。
マツダにはこれまで綿々と受け継いできた考え方があります
が、この度、価値創造プロセスを策定するにあたって、改めて
私たちが最も大切にすべき3つの重要な価値観として定めまし
た。

1つ目は「人を深く知る」ということです。これは、人の能力
を信じ、人の持つ能力の最大化を目指すマツダの「人間中心の
開発哲学」を意味すると同時に、共に仕事をする仲間との相互
理解を深め、信頼関係を築きながら、一人ひとりが自律し活躍
してほしいとの思いも込めています。ITがどれだけ進化しよう
とも、価値を生み出し、改善を積み重ねるのは人にほかなりま
せん。マツダにとって、最も重要な資産は従業員です。したがっ
て、社内での仕事にくわえて、購買取引先、販売店などのビジ
ネスパートナーとの共同活動においても、相手先の人と相互に
理解を深め、信頼関係を築いていくことを大切にしてほしいと
願っています。

2つ目の価値観は、2019年の中期経営計画公表時に示した
「人と共に創る」という考え方です。マツダ単独で実行できるこ
とは限られており、ビジネスパートナーやそのほかのステーク
ホルダーの皆さまとの関係を大切にし、共通の目的・目標、具
体的な活動計画を共に策定し、共創しながら実践していくとい
う思いを込めています。
これは、社外に限らず社内で仕事を進める上でも同様です。
ほとんどの業務活動は、互いの領域を越えて、市場を越えて共
に連携しながら進めていくものですから、社内でも共創が大切
です。
これらは、「協力工場は私どもの兄弟だ」とした3代目社長の
松田恒次の精神性を受け継ぐものです。
価値観の3つ目は、前述した「飽くなき挑戦」です。これは

三次自動車試験場（広島県三次市）の石碑にも刻まれています

が、試験場を訪れこの言葉を見る度に、身の引き締まる思いが
します。「飽くなき挑戦」は6代目社長の山本健一の下、多くの
苦難を乗り越えて実用化したロータリーエンジンの開発の中で
培われた精神性です。マツダではものづくりの領域はもちろん、
これまで数々の苦難を乗り越えてきた全ての領域の従業員にこ
の価値観は綿々と引き継がれています。
今、これら3つの価値観とマツダの歴史を振り返り、改めて、
私たちはお客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに
ずっと支えていただいていたことを身に染みて感じます。皆さ
まとのつながりを引き続き大切にしながら、次の100年に向け
て、マツダを持続・発展させていくことが、私に課せられた使命
だと考えます。

目指す経営の在り方
お客さまとの「共感」を大切にするブランド価値経営

次の100年を創り上げていく中で、私たちが実践しているのが、
ブランド価値経営です。これは、マツダブランドが提供する価値
に、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまが共感
してくださり、そこから生まれる感情的なつながりでマツダと長
くお付き合いしていただき、ブランド価値の向上を通じて企業価
値を高めていく経営哲学です。このブランド価値経営を実践し
ていく上で根幹となるのが、長年にわたって形成されてきた価
値観をベースに、マツダらしい価値を創造し、それを商品・サー
ビスを通じてご提供していくことです。マツダらしい価値とは、
マツダが全社を挙げて最も大切にしている「ひと中心」の思想
から生み出される価値です。ステークホルダーの皆さまのご興味、
ご関心にきちんと向き合い、洞察を深め、私たちとステークホ
ルダーをつなぐ商品や技術、サービスの提供などにおいて、こ
の「ひと中心」の思想を大切にしながら、独自の価値を創造し
ています。
これまでもマツダは、日々の日常生活において、動くこと
の感動を創造してきました。これからも、「誰もが活き活きと
暮らす愉しさと生きる歓び」を社会に提供し続けたいと考えて
います。
「ものづくり」においては、お客さまにとって動くことの感動
体験である「走る歓び」の価値を磨き続けてきました。この「走
る歓び」とは、単にクルマを速く走らせることや、大きなパワー
で疾走するということではなく、ドライバーが意のままに、気持
ちよく、安心してクルマを運転でき、同乗者はもちろんのこと、
場合によってはペットまでもが、移動体験が愉しくなることを意
味しています。それを実現するために、マツダでは今後も「人
間中心の開発哲学」を基に、人の研究を深めていきます。身体
や脳のメカニズムを解明し、どのようにすれば人の能力を最大
限引き出し、拡張できるのか。人の心身の状態が、どのように
クルマや運転に作用するのか。人に安全・安心をもたらす高度
運転支援技術などの開発に活用しているモデルベース開発と、
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AIを用いたアルゴリズムの開発を通じて、今後も研究を積み重
ねていきます。
また、「つながりづくり」においては、販売・サービスの領域で、

デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を推進していき
ます。お客さまからいただいた情報に加えて、コネクティビティ
技術を搭載した車両から得られた使用・走行データも併用しな
がら、一人ひとりのお客さまのクルマの状況や使い方をより深く
理解し、お客さまのご要望やお困りごとに迅速かつ的確に対応
することを通して、さらなる利便性の向上やカーライフの充実
に努めていきます。
このようなマツダらしさの根幹である「ひと中心」の思想と、
ブランド価値経営を、中期経営計画の中で実践していきますが、
その基盤には、お客さまをはじめとするステークホルダーとの
共通の価値観となる、社会課題解決の姿勢が備わっていること
が前提となります。

中期経営計画について
2023年3月期からは本格的成長期間

現行の中期経営計画は、2019年11月に公表したものをベー
スにしていますが、その後、新型コロナウイルス感染症の世界

的な拡大などによって、外部環境の想定が非常に大きく変化し
たことを踏まえ、2020年11月にその見直しを公表しました。
見直し後の中期経営計画では、本格化していくEVの普及やカー
ボンニュートラル（以下、CN）達成へ向けた投資を計画どおり
に実行していくための財務基盤の確立を経営目標に掲げ、その
実現のために「ブランド価値向上への投資」「ブランド価値を低
下させる支出の抑制」「固定費/原価低減を加速し損益分岐点
台数を低減」「遅れている領域への投資、新たな領域への投資
開始」「協業強化」という5つの方針を軸に各種施策を進めてい
ます。
この方針に沿って中期経営計画では、2020年3月期から

2022年3月期までを足場固めの期間と捉え、計画の後半にあ
たる2023年3月期以降を本格的成長期間と位置づけています。
また、5つの方針に基づく主要施策は、マツダ単独での遂行で
はなく、各領域におけるパートナーの方々と相互理解を深め、
信頼関係に基づき、目的・目標や共創活動を掲げて切磋琢磨し
ながら実行していくことが重要となります。そこで、前述したよ
うに2019年の中期経営計画公表時に、マツダらしい価値観と
して「人と共に創る」を掲げました。

着実に成果を積み上げた足場固めの3年間

2022年3月期をもって足場固めの期間を終えましたが、
2020年11月に中期経営計画見直しを公表して以降の2年間
も、世界的な新型コロナウイルス感染症の再拡大によるロック
ダウンや、半導体の需給逼迫に伴う減産、原材料費・エネル
ギー費の高騰、地政学的リスクの高まり、各国における環境規
制の強化など、外部環境は、公表時の想定からさらに大きく変
容しました。
外部環境が大きく変化する中、足場固めの3年間を振り返り

ますと、特に1つ目の方針として掲げた「ブランド価値向上へ
の投資」についてはしっかりと成果が得られたと評価しています。
これは独自の商品・技術・生産・顧客体験を通じてブランド価値
経営を推し進めていく中核の施策です。当初計画していたトヨ 

タ自動車株式会社との合弁事業の米国新工場建設、米国販売
ネットワーク改革、ラージ商品群、ITなどへの投資については
概ね予定通り実行しました。その効果はすでに米国でのブラン
ド価値向上や、販売の量と質の向上として現れており、
「CX-50」や「CX-60」はお客さまから高く評価されています。
「ブランド価値を低下させる支出の抑制」についても、品質、
変動販促費、サプライチェーンなどにおける支出の大幅な効率
化を図ったことで、目標を上回る成果を上げることができました。
また、コロナ禍当初はクルマを造れない・売れないという非
常に困難な状況に直面しましたが、このような状況はいずれ再
来するとの危機意識のもと、固定費・原価の低減を加速するこ
とで損益分岐点台数の低減を図ってきました。また、社内の改
革においては縦割りの組織に横串を通すように、領域を越えて
活動をしていくクロスファンクション活動を開始し、その多くが

軌道に乗り始めています。クロスファンクション活動は、目的
志向で、意識を変え、仕事を変え、人が育ち、組織を変える、
と私たちが定義した構造改革です。この構造改革と日々の地道
な改善活動との両輪で、当初掲げた損益分岐点台数目標を達
成するなど、財務基盤の改善にも効果が表れています。さらに
この取り組みは、従業員の成長を促す活動にもなっており、と
てもうれしい成果と考えます。

本格的成長を実現し、新たな価値の創造へ

2023年3月期からの本格的成長期間では、これまで築いてき
た成果を地道に改善させながら、投資を終え資産化された
「CX-50」や「CX-60」をはじめとするラージ商品群で成長を牽
引すると同時に、本格的な電動化時代を見据えたEV専用アー
キテクチャーの開発と、パートナー企業と協業して進めている
次世代の電気電子アーキテクチャーや自動運転技術の深化、
次世代コネクティッドなどの技術開発も極めて重要な取り組み
になります。
一方、「遅れている領域への投資、新たな領域への投資開始」

については、成長・雇用・分配の好循環を回す観点から、マツダ
にとって最も重要な資産である従業員がさらに自律して活躍す
ることを後押しできる人的資本への投資強化を進めています。
成長に呼応した従業員への還元もその一つではありますが、デ
ジタル化／電動化へのシフトが本格化していく中で、それを支
える従業員のリスキリングに向けた支援も拡充します。エンジ
ニアの開発スタイルも、これまでは内燃機関などのハードウェ
ア技術を積み上げてクルマを造ってきたものから、今後はソフト
ウェアによる制御技術も重要になります。デジタル化／電動化
に対応するためには、ソフトウェアや制御関連の開発を担うエ
ンジニアのリスキリング機会を増やす教育投資が必要です。また、
エンジニアに限らず、新たな価値の創造や構造改革を加速する
ために、デジタル教育への投資も実施していきます。
現行の中期経営計画の後半は、本格的なEVの普及やCNへ

の投資を見据え、残された期間内に本格的な成長を実現し、
財務基盤の安定化と再投資を図る計画です。この投資計画の
実行に向け、昨今の急激な原材料費・エネルギー費・物流費の
高騰に対しては、改めて、全社を挙げての原価低減活動の構
想と実行計画を立案し、現行の中期経営計画の期間に全社に
定着するよう、確実に実行していきます。
また、新たな仲間づくりへの投資の具体的施策として、広島
県の地場を含むサプライヤーとの間で、電動化時代に向けた電
動駆動系部品の開発・生産の協業契約を締結し、2022年11

月に公表しました。この協業を通じて、今後、新たな技術と新
たな価値の創造を加速していきます。
外部環境における不透明感、不確実性は今後ますます高まる

ように感じています。しかしながら、現行の中期経営計画の最終
年度である2026年3月期末までは、これまで積み上げてきた
資産を活用した成長と、2030年に向けた経営方針に基づく資

産への投資を着実に進めていく、極めて重要な4年間になります。

成長の基盤強化
成長のカギは、誠実な企業姿勢と
人の成長や協働を促す取り組み

価値創造を行いながら、中長期的な企業価値の向上を図るた
めには、その土台となる経営基盤の強化が不可欠です。全て
のステークホルダーの皆さまと良好な関係を保ち続けながら、
コンプライアンスの順守を徹底し、公正で透明かつ迅速果断な
経営の意思決定が行えるよう、コーポレートガバナンスを継続
的に強化・充実させていくことが重要になります。
コーポレートガバナンスについては、2019年6月に機関設
計をこれまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へと移行しました。よりモニタリング・モデルに近いガバナンス
形態を取ることで、監督機能を強化すると同時に、経営に関す
る意思決定のさらなる迅速化を図り、経営戦略の議論について
もこれまで以上に充実化させてきました。新型コロナウイルス
感染症の拡大による影響を含め、マツダを取り巻く事業環境が
大きく変容してきた中で、強固なガバナンス体制を構築してき
たことが、変化への対応力の向上にも奏功したと感じています。
全16名の取締役で構成される取締役会には、2名の女性を含
む多様な知見・経験をお持ちの社外取締役6名にも加わってい
ただき、ジェンダーやスキル、バックグラウンドなどの面での経
営陣のダイバーシティが拡充され、社外の客観的な見地から経
営に関連する助言も数多くいただき、活発な議論の中で、マツ
ダの経営がより洗練されたと考えます。
昨年12月には、「サステナビリティ基本方針」を策定しました。

また、マツダのガバナンス強化の取り組みをより透明性を持っ
て社外のステークホルダーの皆さまにも共有できるよう、社外
取締役を含む全取締役のスキルマトリックスも新たに開示し、
コーポレートガバナンスの強化とその開示の充実に努めてい
ます。

IRに関しては、引き続き、株主や投資家の皆さまに向けた
適時適切な情報開示に加えて、ステークホルダーの皆さまとの
建設的な対話を重ねながら、寄せられた貴重な意見などは、
取締役会で適切に共有を図り、さらに経営幹部へも展開してい
ます。また「サステナビリティ基本方針」で定めた「地球」「人」「社
会」「マネジメント」といったESGに関わる非財務情報についても、
これまで以上に積極的に対外発信し、財務・非財務両面でス
テークホルダーの皆さまとの対話を重ねていけるよう取り組ん
でいく考えです。

従業員の活躍最大化

中長期的な企業価値向上を実現していく上で、コーポレートガ
バナンスと同様に極めて重要な基盤が、先ほども申し上げたマ
ツダの人的資本への投資強化、すなわち従業員の成長です。

組織の中には多様な価値観や考え方が存在します。多様性を
包摂し、また長所として掛け合わせていくことで、新たなイノ
ベーションが生まれます。マツダはこのダイバーシティを尊重し、
一人ひとりの考え方のベクトルを合わせ、その力を結集するこ
とを目的に、2008年に「Mazda Way」を導入しました。
「Mazda Way」は、マツダの創立から培ってきた、仕事を進め
る上での考え方、言わば行動指針をまとめたもので「誠実、基
本・着実、継続的改善、挑戦、自分発、共育（ともいく）、
ONE MAZDA」の7つから成ります。この行動指針は、組織
としての拠り所として、一人ひとりの従業員の個性と能力の発
揮につながっています。
自動車業界はCASEと呼ばれる大変革期にありますが、この

ような時期だからこそ大切になるのが、従業員の自律と活躍で
す。労働環境の改善については、直近4年間、「従業員の活躍
最大化」を労使共通のテーマに掲げ、風通しの良い職場風土づ
くりに労使共同で取り組んできました。日本国内では一般的に
「春闘」と呼ばれる賃金交渉についても、マツダでは「春季労
使協議会」とし、共通の課題やゴールについて、共に本音で議
論していくための場としています。年4回の労使協議会を通じて、
「従業員の活躍最大化」に向けた取り組みや、それを阻害する
要因については継続的な対話を重ね、改善につながる手ごた
えも感じています。
また、組織内の縦のつながりを改善するために、月例での役
員・幹部社員対話を開催しています。業務改善事例の共有、経
営陣からのメッセージの発信などを行い、それぞれの職場での
対話を展開しています。また経営陣の想いや声については、動
画コンテンツに落とし込み、社内向けメディアを活用し、直接
従業員に届けるほか、アンケートで従業員の生の声を集め、双
方向のコミュニケーションを活性化するよう努めています。
私はやはり、何事も本音で対話をすることがとても重要だと

考えており、そこから新たな価値が創造され、ひいては企業価
値の向上へとつながっていくと思っています。
今後も、「本音の対話」「デジタル教育を含む人的資本の強化」

「成長・雇用・分配の好循環」によって、従業員の自律と活躍を
後押ししていきます。

中長期の展望
マツダらしい独自価値を磨き、
サステナブルな成長と価値創造を目指す

自動車を取り巻く事業環境を振り返ると、2000年以降のグ
ローバリゼーションにより世界経済が発展し、EU、北米、
ASEAN、中国などの巨大市場は堅調に成長してきました。マ
ツダもその恩恵を受け、現在、世界130か国でビジネスを行う
までに事業展開を拡げてきました。しかし、昨今、グローバリ
ゼーションは崩壊の兆しを見せています。それに代わる枠組み
として、多極化やブロック経済へのシフトが進み、そのような

中で地政学的リスクが高まったことで、エネルギーや生産資源
確保などの経済安全保障における摩擦など、世界情勢は分断
と対立が顕在化する不透明さを増してきています。
また、コロナ禍でデジタル化が加速し、DXがより一層進む
中で、さまざまなモノが常時インターネットでつながるようにな
り、利便性が格段と向上するとともに、バーチャルとリアルが
融合した新たな価値が創造されるといった変化も見え始めてい
ます。
一方で、世界経済の発展は、地球規模での貧富の格差拡大

を生み出し、気候変動への懸念をより深刻化させました。また
新興国を中心に自動車が急速に普及したことにより、先進国で
は減少傾向にある交通事故も、世界全体で見ると大きく増加し
ています。加えてDXの急速な普及により、プライバシーへの
懸念や、デジタル依存症などの新たな社会課題を生んでおり、
これら一連のメガトレンドが引き起こす事象や変化は、私たち
のビジネスにとても大きな影響を与えます。

社会課題に向けた共創・共生の取り組み

自動車産業においては、人々の日常の懸念となっている地球と
社会の課題を解決する取り組みを進めていくことが、企業とし
てますます重要な責務になります。特に、気候変動への対策と
して、CN社会への移行を実現するためには、私たち自動車
メーカーが果たすべき役割は非常に大きく、またその範囲もさ
まざまな領域にまたがります。また、新興国での自動車の普及
拡大や、先進国を中心に高齢化の進展が進む地域においては、
安全・安心なクルマ社会を築いていくことも私たちの使命の一つ
です。地球や社会が抱えるこのような課題に対し、マツダは、
共創・共生の考え方を軸に、幅広いパートナーやステークホル
ダーの皆さまと一緒に課題解決に向けた新たな技術開発や枠
組み・インフラの構築を進めていきます。同時に、新たな投資
などを通じて、社会課題の解決に寄与するさまざまな取り組み
や技術開発も積極的に推進していきます。
例えば、2021年11月には、中国経済連合会が設立した「中
国地域カーボンニュートラル推進協議会」の専門部会の一つと
して設置された「カーボンニュートラル電力推進部会」に中国
地域5県と地域電力会社、マツダを含む事業者が参画し、活
動を開始しています。業界の枠を超えて中国地域が一体となり、
再生可能エネルギー普及促進の活動や、サーキュラーエコノ
ミーの取り組みを進めています。
また商品の電動化は、パートナーの皆さまと専門的知見を持

ち寄りながら、共同での開発や生産領域の技術開発を行うなど
の取り組みを進めています。
社会の持続可能性と、企業の持続可能性が不可分の関係に

ある中で、昨今ではZ世代を中心に、お客さまの購買行動に
おいても、社会課題の解決に向けた企業姿勢や活動が、購買
動機に影響を及ぼす大きな要素となりつつあります。私たちも、
企業活動と社会の持続可能性への取り組みが、さらに同期化

するよう自らを変革させながら、良き企業市民として、地域社
会やステークホルダーの皆さまからの信頼に応え続けていかな
ければなりません。
自動車メーカーとして当然求められる責任をしっかりと果た

しながら、同時に、企業として持続的に存続・発展していくため
に、私たちは引き続きマツダらしい独自の価値を磨き続け、お
客さまやステークホルダーの皆さまに選び続けていただける商
品・サービスを提供していくことにも全力を注ぎます。

信頼と共感のつながりづくり

1920年の創業以来、マツダはいつの時代にも、クルマをはじ
めとした商品やサービスを通じて人の力を引き出し、社会に活
力を与えることを目指して取り組みを進めてきました。私たち
の代表的商品の一つであるロードスター（海外名「MX-5」）は、
ドライバーの意のままに走り、人とクルマがあたかも人馬一体
であるかのような「走る歓び」を体感できると、お客さまより高
い評価をいただいています。この商品は、30年以上にわたり、
まさにお客さまに育てていただきながら、今日までご愛顧いた
だき続けているクルマとなっています。世界各国では、お客さ
ま主導によるロードスターファンのクラブ組織が誕生しており、
そのコミュニティを通じて、お客さま同士が活き活きと豊かな
時間・生活を過ごされています。
マツダは決して規模の大きな会社ではありません。ですから、

このようなファンの皆さまが、マツダのある生活を愉しんでいた
だけるよう、人を深く知り、人の能力を最大限引き出すものづ
くりと、一人ひとりを大切にした、信頼と共感のつながりづくり
をこれからも進めていきます。そして今後、技術や動力源が変
わろうとも、私たちはその信条を貫き、ものづくり、つながり
づくり、ひとづくりにおいて、マツダらしさを磨き続けてまいり
ます。
人の身体と心を深く研究し、クルマの動きがドライバーや同

乗者に与える影響などを科学的に分析・理解していくために、
私たちは医学界、大学機関、他業界との間に共創ネットワーク
を作り、最適なクルマと人との関係がどうあるべきかについて、
探求を続けています。私たちが今後生み出していく新たな価値
の源泉は、このような活動の中にあると私は考えています。ま
た技術面だけでなく、お客さまが長くマツダというブランドをご
愛顧いただける環境や、コミュニティづくりにも、継続的に取
り組んでまいります。

「共に創る」ことを大切に

クルマの運転は、「認知」「判断」「操作」の連続であり、クルマ
を運転することにより、行動範囲を維持できると共に、移動体
験は心と身体の活性化にもつながります。高齢化の進行する先
進国では、こうしたウェルエイジングの視点でも、安全・安心な
クルマづくりが必要になっていきます。人の力を最大限生かし、
引き出して、それを支援するという技術思想を通じて、マツダ

はこれからも、人々の日常に動くことの感動を創造し、誰もが
活き活きと暮らす「愉しさ」と「生きる歓び」を提供し続けてい
きます。
当面は、不透明で不確実性の高い時代が続くことを念頭に、
社会課題の解決に向けて段階的な取り組みを進めていきます。
そして、「ひと中心」の思想に基づく新たな価値をステークホル
ダーの皆さまと「共に創る」ことを大切にしながら、ブランド価
値経営を磨き続けてまいります。
株主・投資家の皆さまにおかれましては、マツダの目指す方
向性をご理解いただき、引き続き変わらぬご支援を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。
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組織の価値観
100年の時を経て育み続けてきた3つの価値観

マツダは1920年、広島で創業して以来、地域の方々に支えら
れ、地域と共に育ちながら成長を遂げ、2022年で102年目を
迎えます。その歴史を振り返ると、2代目社長の松田重次郎は、
「工業で社会に貢献する」との志を胸に、ものづくりにこだわり、
地域の小規模メーカーながら、その後その志を引き継ぐ形で私
たちは数々の独自技術を生み出してきました。例えば1950年
代には、当時最新の鋳造法を、国内製造業の中で最初に実用
化したほか、1960年代には、商品化が難しいと言われていた
ロータリーエンジンを、世界で初めて2ローター式として市場
に導入しています。このような独自技術を生み出す力となって
きたのが、マツダが代々受け継いできた「飽くなき挑戦」の精神
です。この精神は、近年のSKYACTIV技術、魂動(こどう)デ
ザイン、混流生産やフレキシブル生産などの新しい技術やプロ
セス革新などに受け継がれ、マツダのものづくりに深く定着し
ています。
マツダにはこれまで綿々と受け継いできた考え方があります
が、この度、価値創造プロセスを策定するにあたって、改めて
私たちが最も大切にすべき3つの重要な価値観として定めまし
た。

1つ目は「人を深く知る」ということです。これは、人の能力
を信じ、人の持つ能力の最大化を目指すマツダの「人間中心の
開発哲学」を意味すると同時に、共に仕事をする仲間との相互
理解を深め、信頼関係を築きながら、一人ひとりが自律し活躍
してほしいとの思いも込めています。ITがどれだけ進化しよう
とも、価値を生み出し、改善を積み重ねるのは人にほかなりま
せん。マツダにとって、最も重要な資産は従業員です。したがっ
て、社内での仕事にくわえて、購買取引先、販売店などのビジ
ネスパートナーとの共同活動においても、相手先の人と相互に
理解を深め、信頼関係を築いていくことを大切にしてほしいと
願っています。

2つ目の価値観は、2019年の中期経営計画公表時に示した
「人と共に創る」という考え方です。マツダ単独で実行できるこ
とは限られており、ビジネスパートナーやそのほかのステーク
ホルダーの皆さまとの関係を大切にし、共通の目的・目標、具
体的な活動計画を共に策定し、共創しながら実践していくとい
う思いを込めています。
これは、社外に限らず社内で仕事を進める上でも同様です。
ほとんどの業務活動は、互いの領域を越えて、市場を越えて共
に連携しながら進めていくものですから、社内でも共創が大切
です。
これらは、「協力工場は私どもの兄弟だ」とした3代目社長の
松田恒次の精神性を受け継ぐものです。
価値観の3つ目は、前述した「飽くなき挑戦」です。これは

三次自動車試験場（広島県三次市）の石碑にも刻まれています

が、試験場を訪れこの言葉を見る度に、身の引き締まる思いが
します。「飽くなき挑戦」は6代目社長の山本健一の下、多くの
苦難を乗り越えて実用化したロータリーエンジンの開発の中で
培われた精神性です。マツダではものづくりの領域はもちろん、
これまで数々の苦難を乗り越えてきた全ての領域の従業員にこ
の価値観は綿々と引き継がれています。
今、これら3つの価値観とマツダの歴史を振り返り、改めて、

私たちはお客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに
ずっと支えていただいていたことを身に染みて感じます。皆さ
まとのつながりを引き続き大切にしながら、次の100年に向け
て、マツダを持続・発展させていくことが、私に課せられた使命
だと考えます。

目指す経営の在り方
お客さまとの「共感」を大切にするブランド価値経営

次の100年を創り上げていく中で、私たちが実践しているのが、
ブランド価値経営です。これは、マツダブランドが提供する価値
に、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまが共感
してくださり、そこから生まれる感情的なつながりでマツダと長
くお付き合いしていただき、ブランド価値の向上を通じて企業価
値を高めていく経営哲学です。このブランド価値経営を実践し
ていく上で根幹となるのが、長年にわたって形成されてきた価
値観をベースに、マツダらしい価値を創造し、それを商品・サー
ビスを通じてご提供していくことです。マツダらしい価値とは、
マツダが全社を挙げて最も大切にしている「ひと中心」の思想
から生み出される価値です。ステークホルダーの皆さまのご興味、
ご関心にきちんと向き合い、洞察を深め、私たちとステークホ
ルダーをつなぐ商品や技術、サービスの提供などにおいて、こ
の「ひと中心」の思想を大切にしながら、独自の価値を創造し
ています。
これまでもマツダは、日々の日常生活において、動くこと
の感動を創造してきました。これからも、「誰もが活き活きと
暮らす愉しさと生きる歓び」を社会に提供し続けたいと考えて
います。
「ものづくり」においては、お客さまにとって動くことの感動
体験である「走る歓び」の価値を磨き続けてきました。この「走
る歓び」とは、単にクルマを速く走らせることや、大きなパワー
で疾走するということではなく、ドライバーが意のままに、気持
ちよく、安心してクルマを運転でき、同乗者はもちろんのこと、
場合によってはペットまでもが、移動体験が愉しくなることを意
味しています。それを実現するために、マツダでは今後も「人
間中心の開発哲学」を基に、人の研究を深めていきます。身体
や脳のメカニズムを解明し、どのようにすれば人の能力を最大
限引き出し、拡張できるのか。人の心身の状態が、どのように
クルマや運転に作用するのか。人に安全・安心をもたらす高度
運転支援技術などの開発に活用しているモデルベース開発と、

AIを用いたアルゴリズムの開発を通じて、今後も研究を積み重
ねていきます。
また、「つながりづくり」においては、販売・サービスの領域で、

デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を推進していき
ます。お客さまからいただいた情報に加えて、コネクティビティ
技術を搭載した車両から得られた使用・走行データも併用しな
がら、一人ひとりのお客さまのクルマの状況や使い方をより深く
理解し、お客さまのご要望やお困りごとに迅速かつ的確に対応
することを通して、さらなる利便性の向上やカーライフの充実
に努めていきます。
このようなマツダらしさの根幹である「ひと中心」の思想と、
ブランド価値経営を、中期経営計画の中で実践していきますが、
その基盤には、お客さまをはじめとするステークホルダーとの
共通の価値観となる、社会課題解決の姿勢が備わっていること
が前提となります。

中期経営計画について
2023年3月期からは本格的成長期間

現行の中期経営計画は、2019年11月に公表したものをベー
スにしていますが、その後、新型コロナウイルス感染症の世界

的な拡大などによって、外部環境の想定が非常に大きく変化し
たことを踏まえ、2020年11月にその見直しを公表しました。
見直し後の中期経営計画では、本格化していくEVの普及やカー
ボンニュートラル（以下、CN）達成へ向けた投資を計画どおり
に実行していくための財務基盤の確立を経営目標に掲げ、その
実現のために「ブランド価値向上への投資」「ブランド価値を低
下させる支出の抑制」「固定費/原価低減を加速し損益分岐点
台数を低減」「遅れている領域への投資、新たな領域への投資
開始」「協業強化」という5つの方針を軸に各種施策を進めてい
ます。
この方針に沿って中期経営計画では、2020年3月期から

2022年3月期までを足場固めの期間と捉え、計画の後半にあ
たる2023年3月期以降を本格的成長期間と位置づけています。
また、5つの方針に基づく主要施策は、マツダ単独での遂行で
はなく、各領域におけるパートナーの方々と相互理解を深め、
信頼関係に基づき、目的・目標や共創活動を掲げて切磋琢磨し
ながら実行していくことが重要となります。そこで、前述したよ
うに2019年の中期経営計画公表時に、マツダらしい価値観と
して「人と共に創る」を掲げました。

着実に成果を積み上げた足場固めの3年間

2022年3月期をもって足場固めの期間を終えましたが、
2020年11月に中期経営計画見直しを公表して以降の2年間
も、世界的な新型コロナウイルス感染症の再拡大によるロック
ダウンや、半導体の需給逼迫に伴う減産、原材料費・エネル
ギー費の高騰、地政学的リスクの高まり、各国における環境規
制の強化など、外部環境は、公表時の想定からさらに大きく変
容しました。
外部環境が大きく変化する中、足場固めの3年間を振り返り

ますと、特に1つ目の方針として掲げた「ブランド価値向上へ
の投資」についてはしっかりと成果が得られたと評価しています。
これは独自の商品・技術・生産・顧客体験を通じてブランド価値
経営を推し進めていく中核の施策です。当初計画していたトヨ 

タ自動車株式会社との合弁事業の米国新工場建設、米国販売
ネットワーク改革、ラージ商品群、ITなどへの投資については
概ね予定通り実行しました。その効果はすでに米国でのブラン
ド価値向上や、販売の量と質の向上として現れており、
「CX-50」や「CX-60」はお客さまから高く評価されています。
「ブランド価値を低下させる支出の抑制」についても、品質、
変動販促費、サプライチェーンなどにおける支出の大幅な効率
化を図ったことで、目標を上回る成果を上げることができました。
また、コロナ禍当初はクルマを造れない・売れないという非
常に困難な状況に直面しましたが、このような状況はいずれ再
来するとの危機意識のもと、固定費・原価の低減を加速するこ
とで損益分岐点台数の低減を図ってきました。また、社内の改
革においては縦割りの組織に横串を通すように、領域を越えて
活動をしていくクロスファンクション活動を開始し、その多くが

軌道に乗り始めています。クロスファンクション活動は、目的
志向で、意識を変え、仕事を変え、人が育ち、組織を変える、
と私たちが定義した構造改革です。この構造改革と日々の地道
な改善活動との両輪で、当初掲げた損益分岐点台数目標を達
成するなど、財務基盤の改善にも効果が表れています。さらに
この取り組みは、従業員の成長を促す活動にもなっており、と
てもうれしい成果と考えます。

本格的成長を実現し、新たな価値の創造へ

2023年3月期からの本格的成長期間では、これまで築いてき
た成果を地道に改善させながら、投資を終え資産化された
「CX-50」や「CX-60」をはじめとするラージ商品群で成長を牽
引すると同時に、本格的な電動化時代を見据えたEV専用アー
キテクチャーの開発と、パートナー企業と協業して進めている
次世代の電気電子アーキテクチャーや自動運転技術の深化、
次世代コネクティッドなどの技術開発も極めて重要な取り組み
になります。
一方、「遅れている領域への投資、新たな領域への投資開始」

については、成長・雇用・分配の好循環を回す観点から、マツダ
にとって最も重要な資産である従業員がさらに自律して活躍す
ることを後押しできる人的資本への投資強化を進めています。
成長に呼応した従業員への還元もその一つではありますが、デ
ジタル化／電動化へのシフトが本格化していく中で、それを支
える従業員のリスキリングに向けた支援も拡充します。エンジ
ニアの開発スタイルも、これまでは内燃機関などのハードウェ
ア技術を積み上げてクルマを造ってきたものから、今後はソフト
ウェアによる制御技術も重要になります。デジタル化／電動化
に対応するためには、ソフトウェアや制御関連の開発を担うエ
ンジニアのリスキリング機会を増やす教育投資が必要です。また、
エンジニアに限らず、新たな価値の創造や構造改革を加速する
ために、デジタル教育への投資も実施していきます。
現行の中期経営計画の後半は、本格的なEVの普及やCNへ

の投資を見据え、残された期間内に本格的な成長を実現し、
財務基盤の安定化と再投資を図る計画です。この投資計画の
実行に向け、昨今の急激な原材料費・エネルギー費・物流費の
高騰に対しては、改めて、全社を挙げての原価低減活動の構
想と実行計画を立案し、現行の中期経営計画の期間に全社に
定着するよう、確実に実行していきます。
また、新たな仲間づくりへの投資の具体的施策として、広島
県の地場を含むサプライヤーとの間で、電動化時代に向けた電
動駆動系部品の開発・生産の協業契約を締結し、2022年11

月に公表しました。この協業を通じて、今後、新たな技術と新
たな価値の創造を加速していきます。
外部環境における不透明感、不確実性は今後ますます高まる

ように感じています。しかしながら、現行の中期経営計画の最終
年度である2026年3月期末までは、これまで積み上げてきた
資産を活用した成長と、2030年に向けた経営方針に基づく資

産への投資を着実に進めていく、極めて重要な4年間になります。

成長の基盤強化
成長のカギは、誠実な企業姿勢と
人の成長や協働を促す取り組み

価値創造を行いながら、中長期的な企業価値の向上を図るた
めには、その土台となる経営基盤の強化が不可欠です。全て
のステークホルダーの皆さまと良好な関係を保ち続けながら、
コンプライアンスの順守を徹底し、公正で透明かつ迅速果断な
経営の意思決定が行えるよう、コーポレートガバナンスを継続
的に強化・充実させていくことが重要になります。
コーポレートガバナンスについては、2019年6月に機関設
計をこれまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へと移行しました。よりモニタリング・モデルに近いガバナンス
形態を取ることで、監督機能を強化すると同時に、経営に関す
る意思決定のさらなる迅速化を図り、経営戦略の議論について
もこれまで以上に充実化させてきました。新型コロナウイルス
感染症の拡大による影響を含め、マツダを取り巻く事業環境が
大きく変容してきた中で、強固なガバナンス体制を構築してき
たことが、変化への対応力の向上にも奏功したと感じています。
全16名の取締役で構成される取締役会には、2名の女性を含
む多様な知見・経験をお持ちの社外取締役6名にも加わってい
ただき、ジェンダーやスキル、バックグラウンドなどの面での経
営陣のダイバーシティが拡充され、社外の客観的な見地から経
営に関連する助言も数多くいただき、活発な議論の中で、マツ
ダの経営がより洗練されたと考えます。
昨年12月には、「サステナビリティ基本方針」を策定しました。

また、マツダのガバナンス強化の取り組みをより透明性を持っ
て社外のステークホルダーの皆さまにも共有できるよう、社外
取締役を含む全取締役のスキルマトリックスも新たに開示し、
コーポレートガバナンスの強化とその開示の充実に努めてい
ます。

IRに関しては、引き続き、株主や投資家の皆さまに向けた
適時適切な情報開示に加えて、ステークホルダーの皆さまとの
建設的な対話を重ねながら、寄せられた貴重な意見などは、
取締役会で適切に共有を図り、さらに経営幹部へも展開してい
ます。また「サステナビリティ基本方針」で定めた「地球」「人」「社
会」「マネジメント」といったESGに関わる非財務情報についても、
これまで以上に積極的に対外発信し、財務・非財務両面でス
テークホルダーの皆さまとの対話を重ねていけるよう取り組ん
でいく考えです。

従業員の活躍最大化

中長期的な企業価値向上を実現していく上で、コーポレートガ
バナンスと同様に極めて重要な基盤が、先ほども申し上げたマ
ツダの人的資本への投資強化、すなわち従業員の成長です。

トップメッセージ

組織の中には多様な価値観や考え方が存在します。多様性を
包摂し、また長所として掛け合わせていくことで、新たなイノ
ベーションが生まれます。マツダはこのダイバーシティを尊重し、
一人ひとりの考え方のベクトルを合わせ、その力を結集するこ
とを目的に、2008年に「Mazda Way」を導入しました。
「Mazda Way」は、マツダの創立から培ってきた、仕事を進め
る上での考え方、言わば行動指針をまとめたもので「誠実、基
本・着実、継続的改善、挑戦、自分発、共育（ともいく）、
ONE MAZDA」の7つから成ります。この行動指針は、組織
としての拠り所として、一人ひとりの従業員の個性と能力の発
揮につながっています。
自動車業界はCASEと呼ばれる大変革期にありますが、この

ような時期だからこそ大切になるのが、従業員の自律と活躍で
す。労働環境の改善については、直近4年間、「従業員の活躍
最大化」を労使共通のテーマに掲げ、風通しの良い職場風土づ
くりに労使共同で取り組んできました。日本国内では一般的に
「春闘」と呼ばれる賃金交渉についても、マツダでは「春季労
使協議会」とし、共通の課題やゴールについて、共に本音で議
論していくための場としています。年4回の労使協議会を通じて、
「従業員の活躍最大化」に向けた取り組みや、それを阻害する
要因については継続的な対話を重ね、改善につながる手ごた
えも感じています。
また、組織内の縦のつながりを改善するために、月例での役
員・幹部社員対話を開催しています。業務改善事例の共有、経
営陣からのメッセージの発信などを行い、それぞれの職場での
対話を展開しています。また経営陣の想いや声については、動
画コンテンツに落とし込み、社内向けメディアを活用し、直接
従業員に届けるほか、アンケートで従業員の生の声を集め、双
方向のコミュニケーションを活性化するよう努めています。
私はやはり、何事も本音で対話をすることがとても重要だと
考えており、そこから新たな価値が創造され、ひいては企業価
値の向上へとつながっていくと思っています。
今後も、「本音の対話」「デジタル教育を含む人的資本の強化」

「成長・雇用・分配の好循環」によって、従業員の自律と活躍を
後押ししていきます。

中長期の展望
マツダらしい独自価値を磨き、
サステナブルな成長と価値創造を目指す

自動車を取り巻く事業環境を振り返ると、2000年以降のグ
ローバリゼーションにより世界経済が発展し、EU、北米、
ASEAN、中国などの巨大市場は堅調に成長してきました。マ
ツダもその恩恵を受け、現在、世界130か国でビジネスを行う
までに事業展開を拡げてきました。しかし、昨今、グローバリ
ゼーションは崩壊の兆しを見せています。それに代わる枠組み
として、多極化やブロック経済へのシフトが進み、そのような

中で地政学的リスクが高まったことで、エネルギーや生産資源
確保などの経済安全保障における摩擦など、世界情勢は分断
と対立が顕在化する不透明さを増してきています。
また、コロナ禍でデジタル化が加速し、DXがより一層進む
中で、さまざまなモノが常時インターネットでつながるようにな
り、利便性が格段と向上するとともに、バーチャルとリアルが
融合した新たな価値が創造されるといった変化も見え始めてい
ます。
一方で、世界経済の発展は、地球規模での貧富の格差拡大

を生み出し、気候変動への懸念をより深刻化させました。また
新興国を中心に自動車が急速に普及したことにより、先進国で
は減少傾向にある交通事故も、世界全体で見ると大きく増加し
ています。加えてDXの急速な普及により、プライバシーへの
懸念や、デジタル依存症などの新たな社会課題を生んでおり、
これら一連のメガトレンドが引き起こす事象や変化は、私たち
のビジネスにとても大きな影響を与えます。

社会課題に向けた共創・共生の取り組み

自動車産業においては、人々の日常の懸念となっている地球と
社会の課題を解決する取り組みを進めていくことが、企業とし
てますます重要な責務になります。特に、気候変動への対策と
して、CN社会への移行を実現するためには、私たち自動車
メーカーが果たすべき役割は非常に大きく、またその範囲もさ
まざまな領域にまたがります。また、新興国での自動車の普及
拡大や、先進国を中心に高齢化の進展が進む地域においては、
安全・安心なクルマ社会を築いていくことも私たちの使命の一つ
です。地球や社会が抱えるこのような課題に対し、マツダは、
共創・共生の考え方を軸に、幅広いパートナーやステークホル
ダーの皆さまと一緒に課題解決に向けた新たな技術開発や枠
組み・インフラの構築を進めていきます。同時に、新たな投資
などを通じて、社会課題の解決に寄与するさまざまな取り組み
や技術開発も積極的に推進していきます。
例えば、2021年11月には、中国経済連合会が設立した「中
国地域カーボンニュートラル推進協議会」の専門部会の一つと
して設置された「カーボンニュートラル電力推進部会」に中国
地域5県と地域電力会社、マツダを含む事業者が参画し、活
動を開始しています。業界の枠を超えて中国地域が一体となり、
再生可能エネルギー普及促進の活動や、サーキュラーエコノ
ミーの取り組みを進めています。
また商品の電動化は、パートナーの皆さまと専門的知見を持

ち寄りながら、共同での開発や生産領域の技術開発を行うなど
の取り組みを進めています。
社会の持続可能性と、企業の持続可能性が不可分の関係に

ある中で、昨今ではZ世代を中心に、お客さまの購買行動に
おいても、社会課題の解決に向けた企業姿勢や活動が、購買
動機に影響を及ぼす大きな要素となりつつあります。私たちも、
企業活動と社会の持続可能性への取り組みが、さらに同期化

するよう自らを変革させながら、良き企業市民として、地域社
会やステークホルダーの皆さまからの信頼に応え続けていかな
ければなりません。
自動車メーカーとして当然求められる責任をしっかりと果た

しながら、同時に、企業として持続的に存続・発展していくため
に、私たちは引き続きマツダらしい独自の価値を磨き続け、お
客さまやステークホルダーの皆さまに選び続けていただける商
品・サービスを提供していくことにも全力を注ぎます。

信頼と共感のつながりづくり

1920年の創業以来、マツダはいつの時代にも、クルマをはじ
めとした商品やサービスを通じて人の力を引き出し、社会に活
力を与えることを目指して取り組みを進めてきました。私たち
の代表的商品の一つであるロードスター（海外名「MX-5」）は、
ドライバーの意のままに走り、人とクルマがあたかも人馬一体
であるかのような「走る歓び」を体感できると、お客さまより高
い評価をいただいています。この商品は、30年以上にわたり、
まさにお客さまに育てていただきながら、今日までご愛顧いた
だき続けているクルマとなっています。世界各国では、お客さ
ま主導によるロードスターファンのクラブ組織が誕生しており、
そのコミュニティを通じて、お客さま同士が活き活きと豊かな
時間・生活を過ごされています。
マツダは決して規模の大きな会社ではありません。ですから、

このようなファンの皆さまが、マツダのある生活を愉しんでいた
だけるよう、人を深く知り、人の能力を最大限引き出すものづ
くりと、一人ひとりを大切にした、信頼と共感のつながりづくり
をこれからも進めていきます。そして今後、技術や動力源が変
わろうとも、私たちはその信条を貫き、ものづくり、つながり
づくり、ひとづくりにおいて、マツダらしさを磨き続けてまいり
ます。
人の身体と心を深く研究し、クルマの動きがドライバーや同
乗者に与える影響などを科学的に分析・理解していくために、
私たちは医学界、大学機関、他業界との間に共創ネットワーク
を作り、最適なクルマと人との関係がどうあるべきかについて、
探求を続けています。私たちが今後生み出していく新たな価値
の源泉は、このような活動の中にあると私は考えています。ま
た技術面だけでなく、お客さまが長くマツダというブランドをご
愛顧いただける環境や、コミュニティづくりにも、継続的に取
り組んでまいります。

「共に創る」ことを大切に

クルマの運転は、「認知」「判断」「操作」の連続であり、クルマ
を運転することにより、行動範囲を維持できると共に、移動体
験は心と身体の活性化にもつながります。高齢化の進行する先
進国では、こうしたウェルエイジングの視点でも、安全・安心な
クルマづくりが必要になっていきます。人の力を最大限生かし、
引き出して、それを支援するという技術思想を通じて、マツダ

はこれからも、人々の日常に動くことの感動を創造し、誰もが
活き活きと暮らす「愉しさ」と「生きる歓び」を提供し続けてい
きます。
当面は、不透明で不確実性の高い時代が続くことを念頭に、
社会課題の解決に向けて段階的な取り組みを進めていきます。
そして、「ひと中心」の思想に基づく新たな価値をステークホル
ダーの皆さまと「共に創る」ことを大切にしながら、ブランド価
値経営を磨き続けてまいります。
株主・投資家の皆さまにおかれましては、マツダの目指す方
向性をご理解いただき、引き続き変わらぬご支援を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

マツダ株式会社
代表取締役社長兼CEO
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