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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 990,332 △37.1 △22,058 ― △29,590 ― △20,809 ―

21年3月期第2四半期 1,575,542 ― 60,731 ― 48,543 ― 29,533 ―

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

22年3月期第2四半期 △15.87 ―

21年3月期第2四半期 20.96 20.95

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 1,811,568 406,268 22.3 308.56
21年3月期 1,800,981 414,731 22.9 314.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  404,685百万円 21年3月期  413,119百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
※上記の連結業績予想における1株当たり当期純利益の算定において、「重要な後発事象」（14ページ）に記載しております新株式発行等に伴う普通株式
数の増加は考慮しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 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 2,130,000 △16.0 △12,000 ― △16,000 ― △17,000 ― △12.96
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当資料における業績予想は、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あり、リスクや不確実性を含んでおります。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下す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、対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。 
業績予想の前提となる条件等については、当資料の4ページをご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 1,418,509,399株 21年3月期  1,418,509,399株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  106,960,524株 21年3月期  106,954,832株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 1,311,551,424株 21年3月期第2四半期 1,408,969,248株
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【定性的情報・財務諸表等】
　　

１.連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く環境は、前期後半からの世界的かつ深刻な景

気後退のなか、各国政府の経済対策の効果もあり一部で回復の兆しが見られるものの自動車需要は低

迷しており、また為替についても円高基調が継続し、引き続き厳しい環境が続きました。このような

状況の中、当社グループは、新型アクセラの好調な販売に加え、コスト革新活動や固定費削減などの

収益改善施策を迅速に実行することにより、第２四半期連結累計期間では赤字が残るものの、第２四

半期連結会計期間では全ての利益レベルで黒字化を達成いたしました。

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、連結売上高は、堅調な販売が続く

中国市場を除き市場環境の低迷により販売台数が減少したことに加え、主要通貨に対する円高が進行

したことにより、前年同期比5,852億円減少の9,903億円（前年同期比37％減）となりました。営業損

益は、前年同期比828億円減少し、221億円の損失となりました。経常損益は、前年同期比781億円減

少し、296億円の損失となりました。四半期純損益は、前年同期比503億円減少し、208億円の損失と

なりました。

　なお、主要市場での販売台数は、国内では当年６月に発売を開始した新型アクセラの販売が好調に

推移しているものの、その他の車種が減少したことにより105千台（前年同期比15％減）となりまし

た。一方、海外では、北米は158千台（同21％減）、欧州は主にロシアでの販売が減少したことによ

り123千台（同31％減）となりました。また、中国ではマツダ６（日本名：アテンザ）及びマツダ３

（日本名：アクセラ）の牽引により85千台（同35％増）、その他の市場では、106千台（同23％減）

となりました。これらを合計したグローバル販売台数は、577千台（同18％減）となりました。

２.連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末より106億円増加し、1兆8,116億円となり、負債

合計は前期末より191億円増加し、1兆4,053億円となりました。

　純資産は、前期末より85億円減少し、4,063億円となりました。なお自己資本比率は前期末に比べ

0.6ポイント減少し22.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結累計期間における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316億円に対し、仕入債務の増加等があったことにより261億円の増加となり、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124億円等により、159億円の減少となりました。これら

の結果、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、102億円の増加となりました。また財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、借入金の返済等により、235億円の減少となりました。

　有利子負債から現金及び現金同等物の四半期末残高2,095億円を除いた純有利子負債は、前期末よ

り110億円減少の5,216億円となり、純有利子負債自己資本比率は、129％となりました。
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３.連結業績予想に関する定性的情報

　当連結会計年度の事業環境につきましては、回復基調にあるものの、依然先行き不透明な状況が続

くものと予想されます。

　このような状況の中、当社グループは引き続き、コスト革新活動や固定費削減など収益改善施策に

全力で取り組み、第２四半期で達成した黒字化を第３四半期以降も継続し、また、フリー・キャッ

シュ・フローについても通期での黒字化を目指してまいります。

　現時点における通期の連結業績の見通しは、以下のとおりです。なお、通期業績予想の前提となる

為替レートにつきましては１ドル92円、１ユーロ132円を見込んでおります。

連結業績の見通し

　　　　　　　　　　 通　期　　　　　   前期比　　　　　　　　　上半期　　　　　　　下半期

　　売上高　　　２１，３００億円　（△　１６．０％）　　　　９，９０３億円　　１１，３９７億円

　　営業損益　　　　△１２０億円　（△１００．０％）　　　　　△２２１億円　　　　　１０１億円

　　経常損益　　　　△１６０億円　（△１００．０％）　　　　　△２９６億円　　　　　１３６億円

　　当期純損益　　　△１７０億円　（△１００．０％）　　　　　△２０８億円　　　　　　３８億円

グローバル販売台数の見通し

　　　　　　　　　　 通　期　　　　　   前期比　　　　　　　　　上半期　　　　　　　下半期

　　国　内　　　　　　２１８千台　（△  　０．３％）　　　　　　１０５千台　　　　　１１３千台
　　北　米　　　　　　３０１千台　（△  １３．３％）　　　　　　１５８千台　　　　　１４３千台
　　欧　州　　　　　　２３８千台　（△  ２６．０％）　　　　　　１２３千台　　　　　１１５千台
　　中　国　　　　　　１８５千台　（＋  ３７．５％）　　　　　　　８５千台　　　　　１００千台
　　その他　　　　　　２１３千台　（△  １０．８％）　　　　　　１０６千台 　　　　１０７千台

　　合　計　　　　１，１５５千台　（△  　８．４％）　　　　　　５７７千台 　　　　５７８千台

(注)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あり、リスクや
　  不確実性を含んでおります。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下すこ
　  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、対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。

４.その他

(1)期中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）

　該当事項はありません。

(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①簡便な会計処理

　棚卸資産の評価方法

　一部の連結子会社において、当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸

　を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によって

　おります。

　②特有の会計処理

　該当事項はありません。

(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　該当事項はありません。

（通期内訳）

（通期内訳）
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 172,388 181,428

受取手形及び売掛金 159,241 132,355

有価証券 37,115 39,318

たな卸資産 225,877 214,388

その他 155,271 161,924

貸倒引当金 △2,906 △2,736

流動資産合計 746,986 726,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 146,940 151,975

機械装置及び運搬具（純額） 194,737 204,680

土地 436,847 441,265

リース資産（純額） 34,278 36,536

その他（純額） 37,821 42,945

有形固定資産合計 850,623 877,401

無形固定資産 24,784 27,078

投資その他の資産   

投資有価証券 81,527 73,854

その他 113,512 101,890

貸倒引当金 △4,348 △4,346

投資損失引当金 △1,516 △1,573

投資その他の資産合計 189,175 169,825

固定資産合計 1,064,582 1,074,304

資産合計 1,811,568 1,800,981
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 257,678 176,504

短期借入金 82,757 127,219

1年内返済予定の長期借入金 65,128 44,258

1年内償還予定の社債 100 －

リース債務 15,428 17,355

未払法人税等 4,263 10,328

未払費用 144,580 158,575

製品保証引当金 33,626 37,989

その他 33,871 44,334

流動負債合計 637,431 616,562

固定負債   

社債 95,900 95,000

長期借入金 435,194 429,654

リース債務 36,541 39,869

再評価に係る繰延税金負債 93,696 93,729

退職給付引当金 87,819 90,921

その他の引当金 480 545

その他 18,239 19,970

固定負債合計 767,869 769,688

負債合計 1,405,300 1,386,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,068 150,068

資本剰余金 133,760 133,760

利益剰余金 66,113 86,874

自己株式 △22,978 △22,976

株主資本合計 326,963 347,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144 160

繰延ヘッジ損益 2,783 △1,230

土地再評価差額金 135,984 136,032

為替換算調整勘定 △61,097 △69,483

在外子会社年金調整額 △92 △86

評価・換算差額等合計 77,722 65,393

新株予約権 398 340

少数株主持分 1,185 1,272

純資産合計 406,268 414,731

負債純資産合計 1,811,568 1,800,981
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,575,542 990,332

売上原価 1,183,302 791,839

売上総利益 392,240 198,493

販売費及び一般管理費 331,509 220,551

営業利益又は営業損失（△） 60,731 △22,058

営業外収益   

受取利息 2,075 1,044

持分法による投資利益 6,288 2,718

その他 2,669 2,626

営業外収益合計 11,032 6,388

営業外費用   

支払利息 7,467 7,435

為替差損 10,606 3,274

その他 5,147 3,211

営業外費用合計 23,220 13,920

経常利益又は経常損失（△） 48,543 △29,590

特別利益   

固定資産売却益 114 199

収用補償金 257 124

関係会社株式売却益 － 513

その他 18 13

特別利益合計 389 849

特別損失   

固定資産除売却損 1,121 1,021

減損損失 1,008 1,866

その他 － 9

特別損失合計 2,129 2,896

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（△）

46,803 △31,637

法人税、住民税及び事業税 11,325 5,422

在外子会社法人税等引当戻入額 － △6,344

法人税等調整額 5,888 △9,822

法人税等合計 17,213 △10,744

少数株主利益又は少数株主損失（△） 57 △84

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,533 △20,809
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 803,717 562,106

売上原価 601,346 446,920

売上総利益 202,371 115,186

販売費及び一般管理費 169,895 109,260

営業利益 32,476 5,926

営業外収益   

受取利息 1,011 478

持分法による投資利益 2,849 1,905

その他 1,375 1,462

営業外収益合計 5,235 3,845

営業外費用   

支払利息 3,744 3,880

為替差損 5,702 1,329

その他 2,607 1,499

営業外費用合計 12,053 6,708

経常利益 25,658 3,063

特別利益   

固定資産売却益 5 165

収用補償金 79 －

関係会社株式売却益 － 513

その他 18 10

特別利益合計 102 688

特別損失   

固定資産除売却損 800 721

減損損失 772 1,143

その他 － 5

特別損失合計 1,572 1,869

税金等調整前四半期純利益 24,188 1,882

法人税、住民税及び事業税 2,687 3,115

在外子会社法人税等引当戻入額 － △6,344

法人税等調整額 6,940 4,379

法人税等合計 9,627 1,150

少数株主利益 12 25

四半期純利益 14,549 707
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△）

46,803 △31,637

減価償却費 37,933 38,436

減損損失 1,008 1,866

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 194

投資損失引当金の増減額（△は減少） － △7

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,064 △4,363

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,984 △2,743

受取利息及び受取配当金 △2,229 △1,106

支払利息 7,467 7,435

持分法による投資損益（△は益） △6,288 △2,718

有形固定資産除売却損益（△は益） 750 822

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △3

関係会社株式売却損益（△は益） － △513

売上債権の増減額（△は増加） △4,525 △19,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,218 17

仕入債務の増減額（△は減少） △2,138 81,283

その他の流動負債の増減額（△は減少） △31,402 △16,665

その他 △5,790 △19,605

小計 39,441 31,466

利息及び配当金の受取額 6,389 3,362

利息の支払額 △7,531 △7,232

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,315 △1,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,984 26,095

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △7,105 △4,696

投資有価証券の売却による収入 43 17

有形固定資産の取得による支出 △29,015 △12,364

有形固定資産の売却による収入 4,239 1,697

無形固定資産の取得による支出 － △1,743

短期貸付金の増減額（△は増加） △3 952

長期貸付けによる支出 △286 △124

長期貸付金の回収による収入 184 96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 277

その他 △3,284 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,227 △15,890
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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） 11,334 △45,927

長期借入れによる収入 29,000 57,100

長期借入金の返済による支出 △29,159 △28,120

社債の発行による収入 10,000 1,000

セール・アンド・リースバックによる収入 3,149 1,123

リース債務の返済による支出 △9,782 △8,741

配当金の支払額 △4,228 －

少数株主への配当金の支払額 △27 △2

その他 △978 70

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,309 △23,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 △732 2,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,666 △11,245

現金及び現金同等物の期首残高 223,894 220,724

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,438 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 215,666 209,479

― 10 ―

マツダ㈱（7261）　平成22年3月期　第2四半期決算短信



(４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(５)セグメント情報

①事業の種類別

　当企業集団は、自動車関連事業における売上高及び営業損益が、全セグメントの売上高合計及び各セグメントの営
業利益又は営業損失の合計額のいずれか大きい金額のそれぞれ９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情
報の記載を省略しております。

②所在地別

前第2四半期連結累計期間  （H20.4.1～H20.9.30)

日本 北米 欧州 その他の 計 消去又は 連結

地域 全社

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 557,422 448,223 421,997 147,900 1,575,542 -           1,575,542

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 747,920 2,540 6,273 1,167 757,900 (757,900) -           

計 1,305,342 450,763 428,270 149,067 2,333,442 (757,900) 1,575,542

　営業利益 30,075 18,251 12,555 7,212 68,093 (7,362) 60,731

当第2四半期連結累計期間  （H21.4.1～H21.9.30)

日本 北米 欧州 その他の 計 消去又は 連結

地域 全社

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 418,974 237,823 233,001 100,534 990,332 -           990,332

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 451,464 4,096 4,447 773 460,780 (460,780) -           

計 870,438 241,919 237,448 101,307 1,451,112 (460,780) 990,332

　営業利益又は営業損失（△） △ 7,131 △ 5,702 2,284 3,296 △ 7,253 (14,805) △ 22,058

（注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　　(1)国又は地域の区分の方法･･･地理的近接度により区分しております。

　　　　(2)各区分に属する主な国又は地域

　　　　　　北米･････････････米国、カナダ

　　　　　　欧州･････････････ドイツ、ベルギー、イギリス

　　　　　　その他の地域･････オーストラリア、コロンビア
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③海外売上高

前第2四半期連結累計期間  （H20.4.1～H20.9.30)

北　米 欧　州 その他の地域 計

百万円 百万円 百万円 百万円

Ⅰ 海外売上高 463,228  430,874  342,689  1,236,791 

Ⅱ 連結売上高 － － － 1,575,542 

％ ％ ％ ％

29.4       27.3       21.8       78.5         

当第2四半期連結累計期間  （H21.4.1～H21.9.30)

北　米 欧　州 その他の地域 計

百万円 百万円 百万円 百万円

Ⅰ 海外売上高 242,589  231,732  235,902  710,223    

Ⅱ 連結売上高 － － － 990,332    

％ ％ ％ ％

24.5       23.4       23.8       71.7         

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　　　２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　　(1)国又は地域の区分の方法･･･地理的近接度により区分しております。

　　　　(2)各区分に属する主な国又は地域

　　　　　　北米･････････････米国、カナダ

　　　　　　欧州･････････････ドイツ、イギリス、ロシア

　　　　　　その他の地域･････オーストラリア、中国、タイ

(６) 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。

６.その他の情報

(１) 表示方法の変更

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ておりました無形固定資産の減価償却費（前第２四半期連結累計期間　4,483百万円）は、当第２四半期連

結累計期間より「減価償却費」に含めて表示する方法に変更しております。また、同様に、前第２四半期

連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました無

形固定資産の取得による支出（前第２四半期連結累計期間　△3,381百万円）を「無形固定資産の取得によ

る支出」として表示する方法に変更しております。

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合
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(２) 生産及び販売の状況

①生産実績

台 台 台

車 540,603 373,879 △ 166,724

両 19,518 11,557 △ 7,961

560,121 385,436 △ 174,685

（注）生産実績には、フォード社との合弁会社である以下の製造会社（持分法適用会社）の生産台数
　　　（マツダブランド車）は含まれておりません。

29,483台 4,244台 △25,239台

28,328台 10,453台 △17,875台

②販売実績

台　数 台　数 台　数
台 百万円 台 百万円 台 百万円

     648,195 1,224,096 431,183 702,486 △ 217,012 △ 521,610

－ 49,363 － 59,379 － 10,016

－ 151,038 － 110,400 － △ 40,638

－ 151,045 － 118,067 － △ 32,978

－ 1,575,542 － 990,332 － △ 585,210

＜出荷台数仕向地別内訳＞

台 台 台
日 本 121,318 104,841 △ 16,477

車 北 米 206,581 126,073 △ 80,508

欧 州 171,830 109,029 △ 62,801
両 そ の 他 148,466 91,240 △ 57,226

海 外 計 526,877 326,342 △ 200,535

648,195 431,183 △ 217,012

乗 用 車

ト ラ ッ ク

（H20.4.1 ～ H20.9.30）

金　額

前第2四半期連結累計期間

（H20.4.1 ～ H20.9.30）

ｵｰﾄｱﾗｲｱﾝｽ
(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)Co.,Ltd．

区       　分

区   　　   分
（H20.4.1 ～ H20.9.30）

前第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間

車 両

区     　　分

海 外 生 産 用 部 品

合   　　   計

ｵｰﾄｱﾗｲｱﾝｽ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ,Inc.

合  　  　 計

合  　  　 計

部 品

そ の 他

当第2四半期連結累計期間 増 　　　　減
（H21.4.1 ～ H21.9.30）

当第2四半期連結累計期間 増　減

当第2四半期連結累計期間 増 　　　　減
（H21.4.1 ～ H21.9.30）

当第2四半期連結累計期間
増 　　　　減

（H21.4.1 ～ H21.9.30）

金　額 金　額
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(３)重要な後発事象

平成21年10月５日開催の取締役会において決議した新株式発行、自己株式の処分及び売出し

に関し、その払込手続きが完了いたしました。条件等は下記のとおりです。

①募集による新株式発行

募集等の方法 一般募集

発行する株式の種類及び数 普通株式 315,198,000 株

発行価格 １株につき 213 円

発行価格の総額 67,137 百万円

払込金額 １株につき 204.20 円

払込金額の総額 64,363 百万円

資本組入額の総額 31,667 百万円

払込期日 平成21年10月21日

②自己株式の処分

処分の方法 引受人の買取引受による売出し

処分する株式の数 96,802,000 株

売出価格 １株につき 213 円

売出価格の総額 20,619 百万円

払込金額 １株につき 204.20 円

払込金額の総額 19,767 百万円

払込期日 平成21年10月21日

③オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資

平成21年10月５日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連

して、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。

発行する株式の種類及び株式数の上限、及び払込金額は下記のとおりです。

発行する株式の種類及び数 普通株式 48,000,000 株

払込金額 １株につき 204.20 円

但し、申込期日及び払込期日が到来していないため、発行する株式の数及び払込金額の総

額等は現時点で未定です。

④資金の使途

主として環境・安全対応車に対する研究開発費ヘ充当し、残額を設備投資資金に使用する

予定です。研究開発費のうち、内燃機関の効率改善をベースとした次世代商品群に係る開

発投資及びハイブリッドを含む電気デバイスの開発投資など、環境・安全関連の開発投資

に集中的に充当します。
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第２四半期参考資料 平成21年10月29日

平成22年３月期（連結） マツダ株式会社

(単位：千台／億円)

% % % %

1 3,387 △18.4 1,204 1,597 2,801 △17.3 6,203 △29.5 5,900 △4.9

2 12,368 △0.4 3,078 4,024 7,102 △42.6 19,156 △26.2 15,400 △19.6

3 15,755 △4.9 4,282 5,621 9,903 △37.1 25,359 △27.0 21,300 △16.0

3.9% △6.5% 1.1% △2.2% △1.1% △0.6%

営  業  利  益 4 607 △16.9 △280 59 △221 －　 △284 －　 △120 －　

3.1% △7.6% 0.5% △3.0% △0.7% △0.8%

経  常  利  益 5 485 △15.7 △327 31 △296 －　 △187 －　 △160 －　

3.0% △7.8% 0.3% △3.2% △2.0% △1.0%

税引前当期純利益 6 468 △13.8 △335 19 △316 －　 △513 －　 △210 －　

1.9% △5.0% 0.1% △2.1% △2.8% △0.8%

当 期 純 利 益 7 295 +1.7 △215 7 △208 －　 △715 －　 △170 －　

所在地別営業利益  

日　　本 8 301 △271 200 △71 △950

北　　米 9 183 △14 △43 △57 255

欧　　州 10 126 22 1 23 86

その他地域 11 72 26 7 33 97

営業利益変動要因

台数・車種構成 12 △688 △539 △1,227 △700

為替 13 △293 △267 △560 △850

コスト削減 14 +108 +183 +291 +680

販売費用 15 +112 +81 +193 +260

その他 16 +198 +277 +475 +774

計 17 △563 △265 △828 +164

USドル 97 94

ユーロ 133 134

USドル 98 96

ユーロ 134 133

設 備 投 資 20 599 50 109 159 818 300

減 価 償 却 費 21 379 192 192 384 752 780

研 究 開 発 費 22 563 188 209 397 960 920

総  資  産 23 20,406 17,934 18,116 18,116 18,010

純  資  産 24 5,722 4,010 4,063 4,063 4,147

有利子負債残高 25 5,905 7,367 7,310 7,310 7,534

純有利子負債残高 26 3,748 5,469 5,216 5,216 5,326

フリー・キャッシュフロー 27 △222 △98 200 102 △1,292

   国    内 28 123 △0.1 41 64 105 △14.7 219 △14.5 218 △0.3

   北    米 29 200 △6.2 74 84 158 △20.9 347 △14.4 301 △13.3

海
   欧    州 30 179 +17.3 59 64 123 △31.0 322 △1.5 238 △26.0

   中    国 31 63 +52.6 41 44 85 +34.7 135 +33.2 185 +37.5

外    そ の 他 32 136 +5.2 48 58 106 △22.6 238 △12.8 213 △10.8

計 33 578 +7.8 222 250 472 △18.4 1,042 △5.9 937 △10.1

計 34 701 +6.3 263 314 577 △17.7 1,261 △7.5 1,155 △8.4

国　内　生　産　台　数 35 560 +18.6 166 219 385 △31.2 899 △14.1 793 △11.8

※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あります。

（H20.4～H21.3）

101

144

前期実績

売
上
高

計

104

為
替
レ
ー

ト

売上

158

18

海    外

当第2四半期
累計実績第2四半期

（左肩：売上高利益率）

国    内

第1四半期

（H20.4～H20.9）

前第2四半期
累計実績

（H21.4～H21.9）

グ
ロ
ー

バ
ル
販
売
台
数

96

133

106

163

入金 19
97 104

159133

94

133

（H21.4～H22.3）

92

通期予想

132




