
※1 エネルギーの使用量、温室効果ガス排出量は、日本自動車工業会（低炭素社会実行計画）の基準に基づく、エネルギー換算係数、炭素排出係
数を使用（2019年度は2018年度の係数）。また、海外の会社の電力使用に伴うCO2排出量は、IEA（International Energy Agency）発行の「 IEA 
Emission factors 2019」の係数を使用し算出。
※2 Scope1：燃料の使用や工業プロセスにおける排出量などの直接排出、Scope2：購入した熱・電力の使用に伴う排出（エネルギー起源の間接排出）。
※3 Scope3：その他の間接排出。環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.3_2017年12月」をベー
スにマツダ独自の計算方法で算出。(出典）https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/GuideLine_ver2.3.pdf
※4 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出量原単位データベース（Ver3.0）_2020年3月」に基づき算出。
（出典）https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/DB_V3-0.xlsx
※5 カテゴリ8、カテゴリ13は、工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。
※6 カテゴリ10は排出量が非常に少ないため除外。カテゴリ14はフランチャイズのシステムを持たないため除外。
※7 カテゴリ15はグループ会社については、工場およびオフィスにおける温室効果ガス排出量に含まれる。
※8 合計の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合がある。
※9 第三者検証（P133参照）を受けた値を含む。
※10 軽自動車、OEM車を除く国内における乗用車の出荷台数。
※11 連結子会社と持分法適用会社の数値に関しては、当社の株式保有に比例して算出。

工場およびオフィスにおける
エネルギー使用量※1※11
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［領域A］

紙（OA用紙など）※11

703t
［領域A］

マツダの国内製造4拠点の
水使用量 ★ 5,523千m3

［領域F］

水使用量※9※11

8,626千m3
［領域A］

化学物質取扱量※11

4,426t
［領域A］

原材料（鉄・アルミなど）
938千t
［領域C］

梱包・包装材※11

30,941t
［領域A］

国内物流における物流量※11

554,822×103
t-km
［領域B］

シュレッダーダスト（ASR）

エアバッグ類

フロン類

引き取り総重量
再資源化重量
引き取り台数

引き取ったガス発生器の総重量
再資源化重量
引き取り個数
引き取り台数

合計

CFC

HFC

引き取り総重量※8　引き取り総台数

引き取り量　　　     引き取り台数

引き取り量　　　     引き取り台数

29,803t
28,573t

150,235台

42,011kg
39,698kg

540,593個
131,975台

31,810kg

95kg

31,715kg

133,798台

552台

133,246台

損傷バンパー
回収・リサイクル 57,126本

［領域B］

自動車リサイクル量
（自動車リサイクル法に基づく2019年度の実績値）

［領域B］

Scope1、Scope2※2

648千t-CO2

工場およびオフィスにおける
温室効果ガス排出量※1※9※11

［領域A］

528千t-CO2

［領域D］マツダの国内製造4拠点・海外製造5社の
エネルギー起源CO2排出量 ★

CO2排出量　 　　　　 CO2以外の温室効果ガス排出量
642千t-CO2　　　　　         　　　　　　 　　  　　6千t-CO2

22,705t
［領域F］マツダの国内製造4拠点の

廃棄物排出量 ★

SOx排出量※11 NOx排出量※11

102t 326t
［領域B］

排水量※11

7,321千m3
［領域A］

直接埋立廃棄物※11

1,557t
［領域A］

化学物質
排出量※11 876t

化学物質
移動量※11 145t

［領域A］

グローバル販売台数※8

(マツダブランド名で販売される全世界小売台数)

国内　202千台　 　　　              海外　1,217千台
1,419千台

低排出ガス認定車の出荷台数（国内）※10

（低排出ガス認定実績要領に基づく低排出ガス認定車）

平成30年基準排出ガス75%低減レベル☆☆☆☆☆

平成30年基準排出ガス50%低減レベル☆☆☆☆

クリーンディーゼル

56,448台

30,980台

55,281台

Scope3※3

カテゴリ1 ： 購入した商品・サービス
(資源採取段階から製造段階までの排出量） 4,570千t-CO2

［領域C］

カテゴリ2 ： 資本財※4

（自社の資本財の建設・製造から発生する排出量） 95,400t-CO2

［領域C］

カテゴリ4 ： 輸送、配送（上流）※11

（購入した製品・サービスの物流に伴う排出量） 30,402t-CO2

［領域B］

カテゴリ5 ： 事業から出る廃棄物※4★
（事業活動から発生する廃棄物の廃棄と処理に関わる排出量） 4,352t-CO2

［領域F］

カテゴリ6 ： 出張※4★
（出張等従業員の移動の際に使用する交通機関における排出量） 2,248t-CO2

［領域C］

カテゴリ7 ： 通勤※4★
（従業員の通勤時に使用する交通機関における排出量） 5,151t-CO2

［領域C］

カテゴリ9 ： 輸送、配送（下流）※11

（製品の流通に伴う排出量） 63,248t-CO2

［領域B］

カテゴリ3 ： Scope1，2に含まれない
　　　　       燃料及びエネルギー関連活動※4※11★
（自社が購入した電気・熱の製造過程における排出量） 110,699t-CO2

［領域D］

カテゴリ8 ： リース資産（上流）※5

(賃借しているリース資産の操業に伴う排出量） 0t-CO2

［領域A］

カテゴリ10 ： 販売した製品の加工※6

（製造した中間製品が下流側の事業者で加工される際に発生する排出量） 0t-CO2

［領域A］

カテゴリ13 ： リース資産（下流）※5

（他社に賃貸しているリース資産の運用に伴う排出量） 0t-CO2

［領域A］

カテゴリ11 ： 販売した製品の使用
（製品の使用に伴う排出量） 31,068千t-CO2

［領域E］

カテゴリ12 ： 販売した製品の廃棄
（製品の本体及び容器包装の廃棄と処理に係る排出量） 387,489t-CO2

［領域E］

カテゴリ14 ： フランチャイズ※6

（フランチャイズ契約を締結している事業者におけるScope1、2の排出量） 0t-CO2

［領域A］

カテゴリ15 ： 投資※7

（投資の運用に関する排出量（Scope1、2に含まれないもの）) 0t-CO2

［領域A］

研究・開発
● 燃費の向上
● 排出ガスのクリーン化
● 騒音の低減
● クリーンエネルギー車の開発
● リサイクルの推進 など

生 産
● 省エネルギー
● 直接埋立廃棄物の削減
● 化学物質の管理
● クリーン生産の推進

物 流
● 効率的な物流によるCO2削減
● 梱包・包装材の削減やリサイクル

販売・サービス
● お客さまとのコミュニケーション
● 環境法令順守と環境美化の推進
● 損傷したバンパーの回収リサイクル

使用済自動車のリサイクル
● 適切な回収・再資源化
● 使用済自動車のリサイクル技術の
　 調査・研究
● リサイクル商品の活用

購 買
● 取引先のISO14001認証取得の推進
● グリーン調達の推進

事業活動と環境負荷の全容
2019年度実績
事業活動の全ての領域で環境負荷の低減に取り組むために環境データの把握に努めています。
（集計期間・集計範囲（領域A～F）についてはP83参照）

★ 第三者検証対象項目
（P133参照）
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領域A：マツダ（株）ならびに国内の連結子会社22社／持分法適用会社8社および海外の連結子会社14社／持分法適用会社5社
領域B：マツダ（株）ならびに国内の連結子会社22社／持分法適用会社8社
領域C：マツダ（株）
領域D：マツダ（株）の国内製造4拠点ならびに海外製造5社（連結子会社2社／持分法適用会社3社）
領域E：国内および主要販売地域（北米、欧州、中国）
領域F：マツダ（株）の国内製造4拠点（本社（広島）／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区（開発など間接領域も含む））

本社／本社工場／三次事業所／防府工場 西浦地区／防府工場 中関地区／東京本社／大阪法人営業／マツダR&Dセンター横浜／北海道剣淵試験場／
北海道中札内試験場／美祢自動車試験場／パーツセンター（全2カ所）／マツダテクニカルサービスセンター（全6カ所）／
マツダトレーニングセンター（全2カ所）／マツダ坂スタジオ／マツダ教育センター／MDI&IT本部（大州ビル）／マツダ病院

製造会社：マツダエース（株）／マツダロジスティクス（株）／倉敷化工（株）／（株）マツダE&T
販売会社：（株）函館マツダ／（株）東北マツダ／（株）福島マツダ／（株）北関東マツダ／（株）甲信マツダ／（株）関東マツダ／静岡マツダ（株）／
東海マツダ販売（株）／（株）北陸マツダ／（株）京滋マツダ／（株）関西マツダ／（株）西四国マツダ／（株）九州マツダ／（株）南九州マツダ／
沖縄マツダ販売（株）／マツダ中販（株）／マツダモーターインターナショナル（株）
部品販売会社：マツダパーツ（株）

マツダカナダ,Inc.／マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. deC.V.／マツダモータース（ドイツランド）GmbH／
マツダモーターヨーロッパGmbH／マツダモータースUK Ltd.／マツダモーターロシア,OOO／マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd.／
マツダオーストラリアPty.Ltd.／マツダモータースオブニュージーランドLtd.／マツダデコロンビアS.A.S.／
マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd.／マツダセールス（タイランド）Co.,Ltd.／
マツダ（中国）企業管理有限公司／台湾マツダ汽車股份有限公司

トーヨーエイテック（株）／（株）日本クライメイトシステムズ／ヨシワ工業（株）／（株）サンフレッチェ広島／（株）マツダプロセシング中国／
マツダクレジット(株)／MCMエネルギーサービス（株）／マツダ部品広島販売（株）

マツダソラーズマヌファクトゥリングルースLLC／オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.／長安マツダ汽車有限公司／長安マツダエンジン有限公司／
一汽マツダ汽車販売有限公司

集計期間：2019年度（2019年4月～2020年3月）

集計範囲：

マツダ（株）

連結子会社
　 国内22社

　 海外14社

持分法適用会社
　 国内8社

　 海外5社
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