
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年７月30日

上 場 会 社 名 マツダ株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7261 URL https://www.mazda.com/ja/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 丸本 明

問合せ先責任者 (役職名) 財務本部 経理部長 (氏名) 景山 伸彦 (TEL) 082-282-1111

四半期報告書提出予定日 2021年８月６日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 （証券アナリスト・機関投資家・メディア向け）

(百万円未満四捨五入)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６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 ％

2022年３月期第１四半期 803,399 113.3 26,106 － 26,518 － 11,377 －

2021年３月期第１四半期 376,676 △55.6 △45,272 － △41,751 － △66,691 －

(注) 包括利益 2022年３月期第１四半期 21,069百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 △65,008百万円( －％)
　

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

2022年３月期第１四半期 18.06 18.05

2021年３月期第１四半期 △105.89 －
　

　

（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 ％

2022年３月期第１四半期 2,997,739 1,207,987 39.8

2021年３月期 2,917,414 1,195,830 40.5

(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 1,193,489百万円 2021年３月期 1,181,730百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) 0.00 － 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 3,400,000 18.0 65,000 637.0 55,000 94.7 35,000 － 55.57

(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 ： 有

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
　

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）10ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸
表に関する注記事項」をご参照ください。

（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) 2022年３月期１Ｑ 631,803,979株 2021年３月期 631,803,979株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 1,938,162株 2021年３月期 2,018,122株

③　期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 629,824,188株 2021年３月期１Ｑ 629,786,547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１四半期連結累計期間のグローバル販売台数は、前年同期比44.6％増の353千台となり、2020年３月期第１

四半期連結累計期間と同水準の販売台数に回復いたしました。

（単位：千台）

2020年3月期
第１四半期

2021年3月期
第１四半期

2022年3月期
第１四半期

前年同期比 前々年同期比

増減 増減率 増減 増減率

日本 39 26 28 +2 +7.3% △11 △29.1%

北米 100 81 138 +57 +69.8% +38 +37.8%

欧州 67 28 55 +27 +97.3% △12 △17.8%

中国 54 61 47 △14 △23.0% △7 △12.8%

その他 93 48 86 +37 +77.2% △7 △7.8%

計 353 244 353 +109 +44.6% +0 +0.1%

＜内訳＞

米国 68 61 106 +45 +73.1% +38 +56.4%

[経営成績]

当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は8,034億円(前年同期比4,267億円増、113.3％増)とな

り、営業利益は261億円(前年同期は453億円の損失)、経常利益は265億円(前年同期は418億円の損失)となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純利益は、税金費用137億円等により、114億円(前年同期は667億円の損失)とな

りました。

営業利益(前年同期比714億円増)の主な増減要因は、次のとおりです。

台数・構成 +952億円

為替 +139億円

コスト改善 △75億円

固定費他 △97億円

前期特別損失への振替 △205億円

計 +714億円

なお、会計方針の変更として、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。詳細については、

「（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご参照ください。

（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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より803億円増加し、2兆9,977億円となり、負債合

計は、前連結会計年度末より682億円増加し、1兆7,898億円となりました。有利子負債は、主に短期借入金の増加

等により、前連結会計年度末より1,118億円増加し、8,677億円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益114億円等により、前連結会計年度末より122億円増加し、1兆

2,080億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末より0.7ポイント減少し、39.8％(劣後特約付ローン

の資本性考慮後41.0％)となりました。

[キャッシュ・フロー]

当第１四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990億円増加の8,378億

円、有利子負債は、1,118億円増加の8,677億円となり、この結果、有利子負債から現金及び現金同等物の期末残高

を除いた純有利子負債は299億円となっております。
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当第１四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利益254億円等により、223億円の増加(前年同

期は1,247億円の減少)となりました。

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308億円等により、335億円の減少(前

年同期は264億円の減少)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、112億円の減少(前年同期は1,511億円の減少)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、短期借入金の増加等により、1,083億円の増加(前年同期は3,665億円

の増加)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

通期の業績予想につきましては、2021年５月14日公表の数値を据え置いております。
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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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 591,101 694,096

受取手形及び売掛金 167,533 152,513

有価証券 147,900 143,900

棚卸資産 433,049 436,361

その他 151,815 144,111

貸倒引当金 △1,803 △1,703

流動資産合計 1,489,595 1,569,278

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 189,949 189,981

機械装置及び運搬具（純額） 277,160 273,907

土地 417,027 416,881

リース資産（純額） 20,617 22,448

その他（純額） 170,415 176,985

有形固定資産合計 1,075,168 1,080,202

無形固定資産 42,914 43,014

投資その他の資産

投資有価証券 203,432 208,485

退職給付に係る資産 6,660 6,557

その他 99,990 90,548

貸倒引当金 △345 △345

投資その他の資産合計 309,737 305,245

固定資産合計 1,427,819 1,428,461

資産合計 2,917,414 2,997,739
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 363,679 322,221

短期借入金 1,608 111,837

1年内返済予定の長期借入金 11,323 12,662

リース債務 4,482 4,509

未払法人税等 5,336 5,706

未払費用 238,099 223,961

製品保証引当金 80,504 83,189

その他 102,619 99,429

流動負債合計 807,650 863,514

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 670,920 669,175

リース債務 17,595 19,535

再評価に係る繰延税金負債 64,537 64,537

退職給付に係る負債 50,039 49,808

その他 60,843 73,183

固定負債合計 913,934 926,238

負債合計 1,721,584 1,789,752

純資産の部

株主資本

資本金 283,957 283,957

資本剰余金 263,028 263,003

利益剰余金 508,784 511,278

自己株式 △2,187 △2,100

株主資本合計 1,053,582 1,056,138

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,002 21,731

繰延ヘッジ損益 △312 △141

土地再評価差額金 145,536 145,536

為替換算調整勘定 △30,897 △27,215

退職給付に係る調整累計額 △2,181 △2,560

その他の包括利益累計額合計 128,148 137,351

新株予約権 382 320

非支配株主持分 13,718 14,178

純資産合計 1,195,830 1,207,987

負債純資産合計 2,917,414 2,997,739
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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

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 376,676 803,399

売上原価 303,042 622,363

売上総利益 73,634 181,036

販売費及び一般管理費 118,906 154,930

営業利益又は営業損失（△） △45,272 26,106

営業外収益

受取利息 990 697

為替差益 4,344 2,385

その他 1,087 1,383

営業外収益合計 6,421 4,465

営業外費用

支払利息 2,164 1,692

持分法による投資損失 240 1,275

その他 496 1,086

営業外費用合計 2,900 4,053

経常利益又は経常損失（△） △41,751 26,518

特別利益

固定資産売却益 9 17

その他 93 4

特別利益合計 102 21

特別損失

固定資産除売却損 401 1,110

減損損失 261 5

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 1 －

特別損失合計 21,123 1,115

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（△）

△62,772 25,424

法人税、住民税及び事業税 628 6,804

法人税等調整額 4,450 6,903

法人税等合計 5,078 13,707

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,850 11,717

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（△）

△1,159 340

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（△）

△66,691 11,377
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,850 11,717

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,732 5,729

繰延ヘッジ損益 △166 193

為替換算調整勘定 6,760 239

退職給付に係る調整額 912 △653

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,396 3,844

その他の包括利益合計 2,842 9,352

四半期包括利益 △65,008 21,069

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △63,454 20,580

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,554 489
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６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（△）

△62,772 25,424

減価償却費 22,884 22,254

減損損失 261 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 715 △100

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,271 2,685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 506 △892

受取利息及び受取配当金 △1,053 △866

支払利息 2,164 1,692

持分法による投資損益（△は益） 240 1,275

有形固定資産除売却損益（△は益） 392 1,093

売上債権の増減額（△は増加） 47,510 △29,096

棚卸資産の増減額（△は増加） 38,542 23,047

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33,220 5,938

仕入債務の増減額（△は減少） △188,752 △39,875

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,993 △100

その他 3,906 4,745

小計 △118,501 17,229

利息及び配当金の受取額 5,355 11,957

利息の支払額 △1,385 △1,509

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,167 △5,363

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,698 22,314

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 △23,456 △30,819

有形固定資産の売却による収入 129 192

無形固定資産の取得による支出 △3,121 △3,099

長期貸付けによる支出 △552 △45

長期貸付金の回収による収入 41 470

その他 600 △238

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,359 △33,539
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(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６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） 91,322 109,934

長期借入れによる収入 291,248 －

長期借入金の返済による支出 △2,237 △451

セール・アンド・リースバックによる収入 43 3

リース債務の返済による支出 △1,175 △1,267

配当金の支払額 △12,596 －

非支配株主への配当金の支払額 △136 △29

自己株式の純増減額（△は増加） － 87

財務活動によるキャッシュ・フロー 366,469 108,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,127 1,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224,539 98,989

現金及び現金同等物の期首残高 567,994 738,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 792,533 837,782
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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。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、国内販売子会社は、従来、新車の販売について車両登録時に収益を認識しておりましたが、納車時

に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は、新車販売時のコネクティッドサービスについて、従来

は対価を授受していないことから収益認識をしておりませんでしたが、車両の引渡しとは別個の履行義務として取

り扱い、取引価格を独立販売価格に基づき配分したうえで一定期間にわたり収益認識する方法に変更しておりま

す。加えて、当社及び米国子会社が販売店に対して支払う販売促進費用の一部について、従来は、販売費及び一般

管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13,580百万円増加、売上原価は20,442百万円増加、販売費及び

一般管理費は13,626百万円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6,764百万円増加し

ております。また、利益剰余金の当期首残高は8,883百万円減少しております。

(時価の算定に関する会計基準の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は

ありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年６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 137,862 109,184 69,626 60,004 376,676 － 376,676

セグメント間の内部売上高
又は振替高

124,061 25,698 5,127 13,312 168,198 △168,198 －

計 261,923 134,882 74,753 73,316 544,874 △168,198 376,676

セグメント利益
又は損失（△）

△56,330 △6,170 2,801 2,475 △57,224 11,952 △45,272

(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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６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 197,948 303,412 153,541 148,498 803,399 － 803,399

セグメント間の内部売上高
又は振替高

477,594 61,441 6,539 13,684 559,258 △559,258 －

計 675,542 364,853 160,080 162,182 1,362,657 △559,258 803,399

セグメント利益 17,102 3,047 2,875 5,388 28,412 △2,306 26,106

(注) １．セグメント利益の調整額は、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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの売上

高は、「日本」で26,977百万円増加、「北米」で13,397百万円減少しております。また、セグメント利益は、

「日本」で6,764百万円増加しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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マツダ株式会社

(単位：千台／億円)

2021年3月期
第1四半期

(20.4～20.6)

2022年3月期
第1四半期

(21.4～21.6)

2021年3月期
通期

(20.4～21.3)

2022年3月期
通期予想

(21.4～22.3)(左肩：売上高利益率)

売
上
高

％ ％ ％ ％

国 内 1 1,005 △23.4 1,431 +42.3 5,945 △5.6 6,400 +7.7

海 外 2 2,762 △61.5 6,603 +139.1 22,876 △18.3 27,600 +20.7

　計 3 3,767 △55.6 8,034 +113.3 28,821 △16.0 34,000 +18.0

△12.0% 3.2% 0.3% 1.9%

営業利益 4 △453 － 261 － 88 △79.8 650 +637.0

△11.1% 3.3% 1.0% 1.6%

経常利益 5 △418 － 265 － 283 △46.8 550 +94.7

税金等調整前
四半期(当期)純利益

△16.7% 3.2% 0.1% 1.4%

6 △628 － 254 － 22 △95.5 490 －

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

△17.7% 1.4% △1.1% 1.0%

7 △667 － 114 － △317 － 350 －

セグメント(所在地)別営業利益

日 本 8 △563 171 △647

北 米 9 △62 30 405

欧 州 10 28 29 100

その他の地域 11 25 54 178

営業利益変動要因

台数・構成 12 +952 +747

為 替 13 +139 +335

コスト改善 14 △75 △335

固定費他 15 △97 +20

前期特別損失への振替 16 △205 △205

　計 17 +714 +562

為替レート(円)
USドル 18 108 110 106 109

ユーロ 19 119 132 124 129

設備投資 20 149 263 930 1,550

減価償却費 21 229 223 898 950

研究開発費 22 297 336 1,274 1,280

総資産 23 28,780 29,977 29,174

自己資本 24 10,989 11,935 11,817

有利子負債残高 25 10,015 8,677 7,559

純有利子負債残高 26 2,090 299 171

フリー・キャッシュ・フロー 27 △1,511 △112 412

日 本 28 26 △33.9 28 +7.3 176 △12.9 195 +10.5

北 米 29 81 △18.8 138 +69.8 403 +1.6 414 +2.8

欧 州 30 28 △58.3 55 +97.3 178 △32.3 225 +25.9

中 国 31 61 +13.2 47 △23.0 228 +7.8 260 +14.0

その他 32 48 △47.9 86 +77.2 301 △12.7 316 +4.9

　計 33 244 △30.8 353 +44.6 1,287 △9.3 1,410 +9.5

連
結
出
荷
台
数

日 本 34 25 △35.1 38 +50.7 166 △11.3 185 +11.3

北 米 35 40 △64.0 101 +154.7 374 △11.2 411 +9.9

欧 州 36 23 △67.0 50 +114.3 172 △35.6 222 +28.8

その他 37 25 △71.9 72 +182.5 278 △22.2 318 +14.4

　計 38 114 △63.4 261 +129.6 990 △19.7 1,135 +14.7

国 内 39 60 △76.6 186 +211.5 748 △23.1

海 外 40 90 △11.0 83 △8.4 424 △8.3

　計 41 150 △57.9 268 +79.0 1,171 △18.3

※ 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。

なお、当第１四半期連結会計期間より、収益認識基準等の適用に併せて、国内販売子会社の収益認識時点を納車時点
に変更しております。

※ 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。
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