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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 1,115,759 △34.6 △52,863 － △53,327 － △93,028 －

2020年３月期第２四半期 1,706,574 △1.3 25,811 △13.5 34,021 △36.4 16,617 △30.3

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △98,473百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 14,120百万円( △45.5％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第２四半期 △147.71 －

2020年３月期第２四半期 26.39 26.38
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 2,991,952 1,094,732 35.6

2020年３月期 2,787,640 1,205,846 42.1

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,065,403百万円 2020年３月期 1,174,947百万円
　

２．配当の状況

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３月期 － 15.00 － 20.00 35.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,850,000 △16.9 △40,000 － △34,000 － △90,000 － △142.91

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 － 社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 631,803,979株 2020年３月期 631,803,979株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 2,017,625株 2020年３月期 2,017,360株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 629,786,480株 2020年３月期２Ｑ 629,777,259株
　

　

※ 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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、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、実際の業績等は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。
業績予想の前提となる条件等につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「1.当四半期決算に関する定性的情
報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

[グローバル販売]

当第２四半期連結累計期間のグローバル販売台数は、中国を除く主要市場で販売台数が減少したことから、前年同

期比20.8％減の578千台となりました。

（単位：千台）

2020年３月期
第２四半期

2021年３月期
第２四半期

前年同期比

増減 増減率

第１
四半期

第２
四半期

累計
第１
四半期

第２
四半期

累計
第１
四半期

第２
四半期

累計
第１
四半期

第２
四半期

累計

日本 39 59 98 26 48 74 △13 △11 △25 △33.9% △19.1% △25.0%

北米 100 103 202 81 104 185 △19 +1 △18 △18.8% +0.9% △8.8%

欧州 67 69 136 28 54 82 △39 △15 △54 △58.3% △21.8% △39.9%

中国 54 55 109 61 56 117 +7 +1 +8 +13.2% +1.1% +7.0%

その他 93 92 184 48 73 121 △44 △19 △63 △47.9% △20.4% △34.3%

計 353 378 731 244 334 578 △109 △44 △152 △30.8% △11.5% △20.8%

＜内訳＞

米国 68 70 137 61 74 136 △7 +5 △2 △9.6% +6.9% △1.3%

[経営成績]

当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は1兆1,158億円(前年同期比5,908億円減、34.6％減)とな

り、営業損失は529億円(前年同期は258億円の利益)、経常損失は533億円(前年同期は340億円の利益)となりました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で工場の操業を停止した期間の固定費等205億円を特別損失に計上したこと

などから、親会社株主に帰属する四半期純損失は、930億円(前年同期は166億円の利益)となりました。

営業損失(前年同期比787億円減)の主な増減要因は、次のとおりです。

台数・構成 △1,440億円

為替 △39億円

コスト改善 △7億円

固定費他 +494億円

操業停止に伴う特別損失振替 +205億円

計 △787億円

（２）財政状態及びキャッシュ・フローに関する説明

[資産、負債及び純資産]

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より2,043億円増加し、2兆9,920億円となり、負債合

計は、前連結会計年度末より3,154億円増加し、1兆8,972億円となりました。有利子負債は、主に長期借入金の増加

等により、前連結会計年度末より3,389億円増加し、9,588億円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失930億円に加え、配当金の支払126億円等により、前連結会計年度末

より1,111億円減少し、1兆947億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末より6.5ポイント減少し35.6％

(劣後特約付ローンの資本性考慮後36.8％)となりました。

[キャッシュ・フロー]

当第２四半期連結会計期間末において、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,717億円増加の8,397億円

となり、有利子負債は3,389億円増加の9,588億円となりました。この結果、有利子負債から現金及び現金同等物の四

半期末残高を除いた純有利子負債は1,191億円となっております。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失752億円に対し、売上債権の減少等により、

138億円の減少(前年同期は45億円の減少)となりました。
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投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出364億円等により、422億円の減少(前年

同期は650億円の減少)となりました。

以上により、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシ

ュ・フローの合計)は、560億円の減少(前年同期は695億円の減少)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルス感染症の影響による事業資金リスクに備え、資金調

達を実行したこと等により、3,236億円の増加(前年同期は31億円の減少)となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2020年７月31日に公表しました業績予想から変更はありませんが、足元の実

勢を踏まえ、前提となるグローバル販売台数の市場別内訳と為替レートについて、以下のとおり見直しを行っており

ます。

なお、グローバルでの販売台数につきましては、2020年７月31日公表の1,300千台から変更はございません。

グローバル販売台数及び為替レート（2020年４月１日～2021年３月31日）

(単位：千台) (単位：円)

グローバル販売台数 通期 前期比 為替レート 通期 前期比

日 本 184 △9.1％ USドル 106 △3

北 米 388 △2.2％ ユーロ 123 +2

欧 州 196 △25.7％

中 国 256 +21.0％

その他 276 △20.1％

合 計 1,300 △8.4％

※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しで、リスクや不確実性を含んでおり、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。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を行うことは控える

ようお願いいたします。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業を取り巻く経済情勢、為替レート等が含まれます。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 521,960 719,991

受取手形及び売掛金 169,007 148,027

有価証券 47,000 120,000

たな卸資産 441,305 453,027

その他 136,310 150,917

貸倒引当金 △970 △1,709

流動資産合計 1,314,612 1,590,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 191,064 188,810

機械装置及び運搬具（純額） 293,993 277,555

土地 418,104 417,358

リース資産（純額） 20,044 20,721

その他（純額） 149,309 144,664

有形固定資産合計 1,072,514 1,049,108

無形固定資産 40,097 42,379

投資その他の資産

投資有価証券 214,000 193,165

退職給付に係る資産 3,736 3,879

その他 143,074 113,555

貸倒引当金 △393 △387

投資その他の資産合計 360,417 310,212

固定資産合計 1,473,028 1,401,699

資産合計 2,787,640 2,991,952
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 364,784 363,768

短期借入金 121,364 185,939

1年内返済予定の長期借入金 37,130 25,375

リース債務 4,484 4,416

未払法人税等 16,022 6,174

未払費用 225,227 222,210

製品保証引当金 87,168 80,541

その他 76,764 73,056

流動負債合計 932,943 961,479

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 390,375 675,403

リース債務 16,515 17,657

再評価に係る繰延税金負債 64,553 64,537

退職給付に係る負債 75,874 75,252

その他 51,534 52,892

固定負債合計 648,851 935,741

負債合計 1,581,794 1,897,220

純資産の部

株主資本

資本金 283,957 283,957

資本剰余金 264,917 264,917

利益剰余金 552,993 447,407

自己株式 △2,186 △2,186

株主資本合計 1,099,681 994,095

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,231 5,093

繰延ヘッジ損益 321 171

土地再評価差額金 145,574 145,537

為替換算調整勘定 △48,256 △50,076

退職給付に係る調整累計額 △24,604 △29,417

その他の包括利益累計額合計 75,266 71,308

新株予約権 290 382

非支配株主持分 30,609 28,947

純資産合計 1,205,846 1,094,732

負債純資産合計 2,787,640 2,991,952
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,706,574 1,115,759

売上原価 1,334,916 889,529

売上総利益 371,658 226,230

販売費及び一般管理費 345,847 279,093

営業利益又は営業損失（△） 25,811 △52,863

営業外収益

受取利息 2,877 1,577

持分法による投資利益 11,282 326

その他 3,181 3,305

営業外収益合計 17,340 5,208

営業外費用

支払利息 3,271 4,195

為替差損 3,481 91

その他 2,378 1,386

営業外費用合計 9,130 5,672

経常利益又は経常損失（△） 34,021 △53,327

特別利益

固定資産売却益 53 75

投資有価証券売却益 362 220

その他 79 46

特別利益合計 494 341

特別損失

固定資産除売却損 1,650 1,326

減損損失 153 391

新型コロナウイルス感染症による操業停止に伴
う損失

－ 20,460

その他 6 2

特別損失合計 1,809 22,179

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

32,706 △75,165

法人税、住民税及び事業税 14,906 4,974

法人税等調整額 1,508 13,816

法人税等合計 16,414 18,790

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,292 △93,955

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △325 △927

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

16,617 △93,028
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四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,292 △93,955

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,570 2,858

繰延ヘッジ損益 △409 △89

為替換算調整勘定 △6,065 2,310

退職給付に係る調整額 1,278 △4,816

持分法適用会社に対する持分相当額 △546 △4,781

その他の包括利益合計 △2,172 △4,518

四半期包括利益 14,120 △98,473

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,094 △96,949

非支配株主に係る四半期包括利益 △974 △1,524
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第２四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結会計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 857,659 739,083

売上原価 668,408 586,487

売上総利益 189,251 152,596

販売費及び一般管理費 170,392 160,187

営業利益又は営業損失（△） 18,859 △7,591

営業外収益

受取利息 1,678 587

受取配当金 928 910

持分法による投資利益 6,072 566

その他 1,148 1,308

営業外収益合計 9,826 3,371

営業外費用

支払利息 1,780 2,031

為替差損 959 4,435

その他 1,059 890

営業外費用合計 3,798 7,356

経常利益又は経常損失（△） 24,887 △11,576

特別利益

固定資産売却益 13 66

投資有価証券売却益 362 220

その他 83 －

特別利益合計 458 286

特別損失

固定資産除売却損 1,142 925

減損損失 140 130

その他 － 48

特別損失合計 1,282 1,103

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

24,063 △12,393

法人税、住民税及び事業税 5,171 4,346

法人税等調整額 7,884 9,366

法人税等合計 13,055 13,712

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,008 △26,105

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△369 232

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

11,377 △26,337
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四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結会計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,008 △26,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,975 1,126

繰延ヘッジ損益 △239 77

為替換算調整勘定 △2,769 △4,450

退職給付に係る調整額 569 △5,728

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,958 1,615

その他の包括利益合計 △2,422 △7,360

四半期包括利益 8,586 △33,465

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,038 △33,495

非支配株主に係る四半期包括利益 △452 30



マツダ㈱(7261) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 10 －

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

32,706 △75,165

減価償却費 45,327 45,122

減損損失 153 391

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58 757

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,873 △6,627

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △312 1,301

受取利息及び受取配当金 △3,869 △2,550

支払利息 3,271 4,195

持分法による投資損益（△は益） △11,282 △326

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,585 1,251

投資有価証券売却損益（△は益） △362 △220

売上債権の増減額（△は増加） △10,851 21,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,459 △1,478

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,681 △3,813

仕入債務の増減額（△は減少） △29,238 △2,181

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,775 2,016

その他 △2,535 2,568

小計 △13,225 △13,629

利息及び配当金の受取額 27,137 20,161

利息の支払額 △3,339 △3,876

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △15,049 △16,436

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,476 △13,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △187 689

投資有価証券の取得による支出 △5,472 △79

投資有価証券の売却及び償還による収入 881 894

有形固定資産の取得による支出 △53,581 △36,444

有形固定資産の売却による収入 347 316

無形固定資産の取得による支出 △6,261 △7,806

長期貸付けによる支出 △714 △562

長期貸付金の回収による収入 109 522

その他 △128 233

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,006 △42,237
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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） △1,473 64,475

長期借入れによる収入 30,399 291,054

長期借入金の返済による支出 △16,903 △16,892

社債の発行による収入 19,917 －

社債の償還による支出 △20,000 －

セール・アンド・リースバックによる収入 62 104

リース債務の返済による支出 △2,392 △2,439

配当金の支払額 △12,595 △12,596

非支配株主への配当金の支払額 △122 △137

自己株式の純増減額（△は増加） 32 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,075 323,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,426 4,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,983 271,720

現金及び現金同等物の期首残高 701,624 567,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 620,641 839,714
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（４）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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の会計上の見積りに与える重要な影響について)

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が、当連結会計年度の一定期間にわたり継続するとの仮定のもと、

繰延税金資産の回収可能性の判断を行っておりましたが、依然として不透明な状況であることを踏まえ、第３四

半期連結会計期間以降も一定程度の影響が継続するものと仮定し、当第２四半期連結会計期間において、繰延税

金資産の回収可能性について見直しを行っております。

なお、今後の感染状況等が変化した場合には、当社グループの連結財務諸表に影響を与える可能性がありま

す。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 北米 欧州

その他
の地域

計

売上高

外部顧客への売上高 502,853 568,464 364,422 270,835 1,706,574 － 1,706,574

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

889,511 59,811 15,039 32,813 997,174 △997,174 －

計 1,392,364 628,275 379,461 303,648 2,703,748 △997,174 1,706,574

セグメント利益
又は損失（△）

△2,902 1,660 2,785 14,132 15,675 10,136 25,811

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はあ

りません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 北米 欧州

その他
の地域

計

売上高

外部顧客への売上高 351,926 392,453 193,071 178,309 1,115,759 － 1,115,759

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

542,265 92,778 7,735 27,251 670,029 △670,029 －

計 894,191 485,231 200,806 205,560 1,785,788 △670,029 1,115,759

セグメント利益
又は損失（△）

△74,866 △1,107 4,845 5,517 △65,611 12,748 △52,863

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はあ

りません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。



2021年３月期 第２四半期 決算参考資料（連結） 2020年11月９日
マツダ株式会社

(単位：千台／億円)

2020年3月期
第2四半期累計
(19.4～19.9)

2021年3月期
第2四半期累計
(20.4～20.9)

2020年3月期
通期

(19.4～20.3)

2021年3月期
通期予想

(20.4～21.3)(左肩：売上高利益率) 第1四半期第2四半期

売
上
高

％ ％ ％ ％

国 内 1 3,078 △6.9 1,005 1,603 2,608 △15.3 6,299 △9.2 6,400 +1.6

海 外 2 13,988 +0.0 2,762 5,788 8,550 △38.9 28,004 △2.4 22,100 △21.1

　計 3 17,066 △1.3 3,767 7,391 11,158 △34.6 34,303 △3.8 28,500 △16.9

1.5％ △12.0％ △1.0％ △4.7％ 1.3％ △1.4％

営業利益 4 258 △13.5 △453 △76 △529 － 436 △47.0 △400 －

2.0％ △11.1％ △1.6％ △4.8％ 1.5％ △1.2％

経常利益 5 340 △36.4 △418 △115 △533 － 531 △54.3 △340 －

税金等調整前
四半期(当期)純利益

1.9％ △16.7％ △1.7％ △6.7％ 1.4％ △2.1％

6 327 △33.2 △628 △124 △752 － 493 △54.2 △610 －

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

1.0％ △17.7％ △3.6％ △8.3％ 0.4％ △3.2％

7 166 △30.3 △667 △263 △930 － 121 △80.8 △900 －

セグメント(所在地)別営業利益

日 本 8 △29 △563 △186 △749 △253

北 米 9 17 △62 51 △11 308

欧 州 10 28 28 20 48 103

その他の地域 11 141 25 30 55 264

営業利益変動要因

台数・構成 12 △1,044 △396 △1,440 △1,600

為 替 13 △32 △7 △39 △200

コスト改善 14 +3 △10 △7 +100

固定費他 15 +345 +149 +494 +659

操業停止に伴う特別損失振替 16 +205 － +205 +205

　計 17 △523 △264 △787 △836

為替レート(円)
USドル 18 109 108 106 107 109 106

ユーロ 19 121 119 124 121 121 123

設備投資 20 738 149 212 361 1,326 1,100

減価償却費 21 453 229 222 451 923 940

研究開発費 22 682 297 330 627 1,350 1,300

総資産 23 28,627 28,780 29,920 27,876

自己資本 24 12,058 10,989 10,654 11,749

有利子負債残高 25 6,291 10,015 9,588 6,199

純有利子負債残高 26 84 2,090 1,191 519

フリー・キャッシュ・フロー 27 △695 △1,511 951 △560 △927

日 本 28 98 △4.4 26 48 74 △25.0 202 △5.7 184 △9.1

北 米 29 202 △8.9 81 104 185 △8.8 397 △5.8 388 △2.2

欧 州 30 136 +1.0 28 54 82 △39.9 264 △2.3 196 △25.7

中 国 31 109 △18.0 61 56 117 +7.0 212 △14.4 256 +21.0

その他 32 184 △8.9 48 73 121 △34.3 345 △15.6 276 △20.1

　計 33 731 △8.2 244 334 578 △20.8 1,419 △9.1 1,300 △8.4

連
結
出
荷
台
数

日 本 34 94 △6.8 25 48 73 △22.0 187 △11.0 179 △4.3

北 米 35 202 △7.4 40 101 141 △30.1 421 △0.6 367 △12.7

欧 州 36 143 +11.3 23 43 66 △53.7 267 +0.1 188 △29.5

その他 37 183 △6.1 25 62 87 △52.2 357 △13.0 265 △25.8

　計 38 622 △3.2 114 255 368 △40.8 1,232 △6.0 1,000 △18.9

国 内 39 503 +9.1 60 213 273 △45.8 972 △3.8

海 外 40 222 △24.8 90 114 205 △7.9 462 △17.4

　計 41 725 △4.2 150 327 477 △34.2 1,434 △8.6

※ グローバル販売台数 ：マツダブランド名で販売される全世界小売台数です。
※ 連結出荷台数 ：他社ブランドで販売される車両の台数を含めておりません。
※ グローバル生産台数 ：国内工場とメキシコ工場で生産される台数（他社ブランド含む）に加え、その他海外工場（主に中国、タイ）におい

てマツダブランド名で生産される台数です。

m911698
線

m911698
線

m911698
線

m911698
線


