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（マツダ株式会社 サマリー）

株式会社AIRI



 同社グループは、同社、連結子会社70社及び持分法適用会社18社か
ら構成されています。

 自動車及び同部品の製造・販売、並びにこれらに関連した事業を行
う自動車メーカーです。乗用車、軽自動車、商用車を128万7千台
(2020年度)を販売しました。

 トヨタ自動車と業務資本提携を行っています(2017年)。

 「事故のない安全なクルマ社会」の実現に向け、「MAZDA PROACTIVE 
SAFETY（マツダ・プロアクティブ・セーフティ）」の思想に基づく
さらなる安全技術の進化を追究しています。

2． 事業概要1． 会社概要

1

概要

業績推移
2020年の売上高は減少しました。経常利益はコロナ禍で期中時点で

は赤字予想だったものの、黒字を確保しています。

本社所在地 広島県安芸郡府中町新地3－1

設立年月日 1920年1月

年間売上高 28,821億円(2021年3月)

従業員数 49,786名(2021年3月現在)

https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/sustainability/download/2020/2020_all.pdf



 知財体制
同社は「自社･他者の知的財産権の尊重」を基本ビジョンとし、

知的財産委員会、知的財産部を設置し、自社の知的財産権の保護・
蓄積、他社の知的財産権を侵害しない活動を行っています。
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 研究開発体制

2030年を見据えた技術開発の長期ビジョン「サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言2030」に基づいて、下表の体制で研究開発を
行っています。

 研究開発費内訳(2020年度、億円)

4． 知財情報

3． 研究開発情報

セグメント 研究開発費

日本 1,235
北米 16
欧州 18
その他の地域 5

合計 1,274

セグメント 名称 内容

本社R&D部門

マツダR&Dセンター横浜

北米
マツダモーターオブアメリ
カ,Inc.

欧州
マツダモーターヨーロッパ

GmbH
その他の

地域

マツダ(中国)企業管理有限

公司

新商品の企画・デザイ
ン・設計・実験研究、
新技術の先行研究

市場特性に適合した商品
の研究開発

日本

委員長 担当役員

委員長 関係本部長

知的財産部

知的財産委員会

 国・地域別の特許出願動向は下記のとおりです。

日本国内へトヨタ自動車、本田技研の多数の出願があり、同社は
日産自動車と同程度の出願があります。海外への出願はSUBARU、ス
ズキと同程度です。

5． 各国・地域への特許出願動向


Sheet1



						2016		2017		2018		2019		2020						商号		パナソニック株式会社

				総売上高		20		20		20		20		20						英語表記		Panasonic Corporation

				経常利益		73,437		79,822		80,027		74,906		66,988						本店所在地		〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地

				当期純利益		2,751		3,786		4,165		2,911		2,608						大株主(2020年3月期)		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口））8.87%、株式会社日本カストディ銀行（信託口）7.49%

																				決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																				売上高(百万円)		7,343,707		7,982,164		8,002,733		7,490,601		6,698,794

						0.2016		0.2017		0.2018		0.2019		0.202						経常利益(百万円)		275,066		378,590		416,456		291,050		260,820

						734.3707		798.2164		800.2733		749.0601		669.8794						当期利益(百万円)		149,360		236,040		284,149		225,707		165,077

						27.5066		37.859		41.6456		29.105		26.082						資本合計(百万円)		1,571,889		1,707,551		1,913,513		1,998,349		2,594,034

																				総資産額(百万円)		5,982,961		6,291,148		6,013,931		6,218,518		6,847,073

																				自己資本比率(%)		26		27		32		32		38

																				従業員(連結)		257,533		274,143		271,869		259,385		243,540

																				従業員(単独)		57,484		61,311		62,031		60,455		59,006

																				事業内容		◆アプライアンス

																						エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、調理家電、テレビ、ビデオ、オーディオ機器、燃料電池、コンプレッサーなど

																						◆ライフソリューションズ

																						照明、ランプ、太陽光発電、空調、換気、自転車、内装・外装材、介護関連

																						◆コネクティッドソリューションズ

																						航空機内設備、通信サービス、電子部品実装、溶接機、プロジェクター、業務用カメラ、パソコン、各種ソリューション 

																						◆オートモーティブ 

																						車載設備、車載電池、電動車用デバイス、運転支援システム

																						◆インダストリアルソリューションズ

																						　リレー、スイッチ、電源、電子部品、液晶パネル

																				・事業分野別売上 (百万円)

																				アプライアンス		2,276,328		2,358,185		2,531,585		2,383,331		2,294,423

																				当該事業売上高比率(%)		31.0%		29.5%		31.6%		31.8%		34.3%

																				ライフソリューションズ		1,327,386		1,415,577		1,846,426		1,734,585		1,340,295

																				当該事業売上高比率(%)		18.1%		17.7%		23.1%		23.2%		20.0%

																				コネクティッドソリューションズ		987,381		1,055,405		1,000,750		924,100		718,514

																				当該事業売上高比率(%)		13.4%		13.2%		12.5%		12.3%		10.7%

																				オートモーティブ		-		-		1,486,850		1,449,083		1,313,262

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		18.6%		19.3%		19.6%

																				インダストリアルソリューションズ		-		-		1,204,925		1,076,234		1,085,487

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		15.1%		14.4%		16.2%

																				オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ		2,268,921		2,659,844		-		-		-

																				当該事業売上高比率(%)		30.9%		33.3%		-		-		-

																				その他		633,473		276,415		254,830		257,957		251,371

																				当該事業売上高比率(%)		8.6%		3.5%		3.2%		3.4%		3.8%

																				売上調整分		△140,320		△270,167		△483,503		△334,241		△304,558

																				当該事業売上高比率(%)		-1.90%		-3.40%		-6.00%		-4.50%		-4.50%

																				・地域別売上高(百万円)

																				日本		3,659,113		3,724,061		3,716,555		3,609,077		3,113,276

																				米州		1,272,214		1,368,297		1,529,803		1,442,292		1,117,049

																				欧州		607,695		821,053		807,261		720,620		662,022

																				アジア・中国他		1,804,685		2,068,753		1,949,114		1,718,612		1,806,447

																				海外売上比率(%)		50.2		53.3		53.6		51.8		53.5

																				研究開発費(百万円)　　		436,100		448,900		488,800		475,000		419,764





総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	20.16	20.170000000000002	20.18	20.190000000000001	20.2	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	73437.070000000007	79821.64	80027.33	74906.009999999995	66987.94	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	2750.66	3785.9	4164.5600000000004	2910.5	2608.1999999999998	

総売上高[億円]





経常利益、純利益[億円]











総売上高



						2016		2017		2018		2019		2020

				総売上高		32,144		34,740		35,647		34,303		28,821

				経常利益		1,395		1,721		1,161		531		283

				当期純利益		938		1,121		632		121		-317



				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		-31,651



総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	32143.63	34740.239999999998	35646.959999999999	34302.85	28820.66	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	1395.12	1721.33	1160.82	530.91	282.51	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	937.8	1120.57	631.54999999999995	121.31	-316.51	

総売上高[億円]





経常利益、当期純利益[億円]











セグメント別



				商号		マツダ（株）

				英語表記		Mazda Motor Corp.

				本社所在地		〒 730-8670 広島県安芸郡府中町新地3－1

				大株主		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）7.53％、

				決算年月		Mar-17		Mar-18		Mar-19		Mar-20		Mar-21

				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期純利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		▲31,651

				純資産額(百万円)		1,064,038		1,219,470		1,233,441		1,205,846		1,195,830

				総資産額(百万円)		2,524,552		2,724,092		2,877,613		2,787,640		2,917,414

				自己資本比率(％)		41.2		43.8		41.8		42.1		40.5

				連結従業員数(名)		48,849		49,755		49,998		50,479		49,786

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				単独従業員数(名)		21,400		21,927		22,354		22,480		22,611

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				事業内容		総合重機メーカ。

						◆エナジー--火力発電システム、原子力発電システム、コンプレッサ、航空機用エンジン 、舶用機械

						◆プラント・インフラ---商船、エンジニアリング、環境設備、製鉄機械、工作機械、機械システム

						◆物流・冷熱・ドライブシステム---物流機器、エンジン、ターボチャージャ、冷熱製品、カーエアコン

						◆航空・防衛・宇宙---民間航空機、防衛航空機、飛しょう体、艦艇、特殊車両、特殊機械(魚雷)、 宇宙機器

				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870						3,214,363		3,474,024		3,564,172		3,430,365		2,882,066

				地域別売上高 欧州		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037				決算年度 ド		2016		2017		2018		2019		2020

				地域別売上高 その他海外		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490				地域別売上高 米国		24.7%		22.5%		22.7%		25.5%		27.5%

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432				地域別売上高 北米（米国除く）		8.7%		9.6%		9.2%		8.6%		8.1%

																		地域別売上高 欧州		649468		732455		714538		715837		498037

																		地域別売上高 欧州		20.2%		21.1%		20.0%		20.9%		17.3%

																		地域別売上高 その他海外		902938		994288		1018667		916644		764645

																		地域別売上高 その他海外		28.1%		28.6%		28.6%		26.7%		26.5%

																		地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

																		地域別売上高 日本		18.3%		18.2%		19.5%		18.4%		20.6%

																		海外売上比率(%)		902938		994288		1018667		916644		764645

																		研究開発費(百万円)		0.0		0.0		0.0		0		0

																		0		587025		631229		693581		629991		594490

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0		0		0		0		0

																		0		0		0		0		0.00%		0.00%

																		合計 ゴウケイ		2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650



																		売上調整分		0		0		0		0		0

																				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																		決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				地域別売上高(百万円)																2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650

				地域別売上高 北米（米国除く）(百万円)		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				地域別売上高 欧州(百万円)		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037

				地域別売上高 その他海外(百万円)		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645

				地域別売上高 日本(百万円)		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432











地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	8.7187725841791977E-2	9.5824035757956769E-2	9.1927662301370422E-2	8.5781250683236332E-2	8.0799676343289842E-2	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	0.2020518528865595	0.2108376338217583	0.20047797917721141	0.20867662770579806	0.172805549907601	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	0.28090729018471156	0.28620642805000773	0.28580747506012616	0.26721471330310331	0.2653114120217927	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	0.18262560886869342	0.18169966586298769	0.19459807214691097	0.1836513024124255	0.20627216725779354	

セグメント売上比率[%]







地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	280253	332895	327646	294261	232870	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	649468	732455	714538	715837	498037	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	902938	994288	1018667	916644	764645	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	587025	631229	693581	629991	594490	決算年度	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	









研究開発費

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

				セグメント		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2017		2018		2019		2020

				日本		1,235

				北米		16						日本　1,235億円		北米　16億円		欧州　18億円		その他の地域　5億円

				欧州		18						日本		1,235億円

				その他の地域		5						北米		16億円

				合計 ゴウケイ		1,274						欧州		18億円

												その他の地域		5億円



				エナジー		47,260

				プラント・インフラ		10,673

				物流・冷熱・ドライブシステム		11,744

				航空・防衛・宇宙　		42,804

				その他		13,243
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Sheet1



						2016		2017		2018		2019		2020						商号		パナソニック株式会社

				総売上高		20		20		20		20		20						英語表記		Panasonic Corporation

				経常利益		73,437		79,822		80,027		74,906		66,988						本店所在地		〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地

				当期純利益		2,751		3,786		4,165		2,911		2,608						大株主(2020年3月期)		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口））8.87%、株式会社日本カストディ銀行（信託口）7.49%

																				決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																				売上高(百万円)		7,343,707		7,982,164		8,002,733		7,490,601		6,698,794

						0.2016		0.2017		0.2018		0.2019		0.202						経常利益(百万円)		275,066		378,590		416,456		291,050		260,820

						734.3707		798.2164		800.2733		749.0601		669.8794						当期利益(百万円)		149,360		236,040		284,149		225,707		165,077

						27.5066		37.859		41.6456		29.105		26.082						資本合計(百万円)		1,571,889		1,707,551		1,913,513		1,998,349		2,594,034

																				総資産額(百万円)		5,982,961		6,291,148		6,013,931		6,218,518		6,847,073

																				自己資本比率(%)		26		27		32		32		38

																				従業員(連結)		257,533		274,143		271,869		259,385		243,540

																				従業員(単独)		57,484		61,311		62,031		60,455		59,006

																				事業内容		◆アプライアンス

																						エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、調理家電、テレビ、ビデオ、オーディオ機器、燃料電池、コンプレッサーなど

																						◆ライフソリューションズ

																						照明、ランプ、太陽光発電、空調、換気、自転車、内装・外装材、介護関連

																						◆コネクティッドソリューションズ

																						航空機内設備、通信サービス、電子部品実装、溶接機、プロジェクター、業務用カメラ、パソコン、各種ソリューション 

																						◆オートモーティブ 

																						車載設備、車載電池、電動車用デバイス、運転支援システム

																						◆インダストリアルソリューションズ

																						　リレー、スイッチ、電源、電子部品、液晶パネル

																				・事業分野別売上 (百万円)

																				アプライアンス		2,276,328		2,358,185		2,531,585		2,383,331		2,294,423

																				当該事業売上高比率(%)		31.0%		29.5%		31.6%		31.8%		34.3%

																				ライフソリューションズ		1,327,386		1,415,577		1,846,426		1,734,585		1,340,295

																				当該事業売上高比率(%)		18.1%		17.7%		23.1%		23.2%		20.0%

																				コネクティッドソリューションズ		987,381		1,055,405		1,000,750		924,100		718,514

																				当該事業売上高比率(%)		13.4%		13.2%		12.5%		12.3%		10.7%

																				オートモーティブ		-		-		1,486,850		1,449,083		1,313,262

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		18.6%		19.3%		19.6%

																				インダストリアルソリューションズ		-		-		1,204,925		1,076,234		1,085,487

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		15.1%		14.4%		16.2%

																				オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ		2,268,921		2,659,844		-		-		-

																				当該事業売上高比率(%)		30.9%		33.3%		-		-		-

																				その他		633,473		276,415		254,830		257,957		251,371

																				当該事業売上高比率(%)		8.6%		3.5%		3.2%		3.4%		3.8%

																				売上調整分		△140,320		△270,167		△483,503		△334,241		△304,558

																				当該事業売上高比率(%)		-1.90%		-3.40%		-6.00%		-4.50%		-4.50%

																				・地域別売上高(百万円)

																				日本		3,659,113		3,724,061		3,716,555		3,609,077		3,113,276

																				米州		1,272,214		1,368,297		1,529,803		1,442,292		1,117,049

																				欧州		607,695		821,053		807,261		720,620		662,022

																				アジア・中国他		1,804,685		2,068,753		1,949,114		1,718,612		1,806,447

																				海外売上比率(%)		50.2		53.3		53.6		51.8		53.5

																				研究開発費(百万円)　　		436,100		448,900		488,800		475,000		419,764





総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	20.16	20.170000000000002	20.18	20.190000000000001	20.2	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	73437.070000000007	79821.64	80027.33	74906.009999999995	66987.94	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	2750.66	3785.9	4164.5600000000004	2910.5	2608.1999999999998	

総売上高[億円]





経常利益、純利益[億円]











総売上高



						2016		2017		2018		2019		2020

				総売上高		32,144		34,740		35,647		34,303		28,821

				経常利益		1,395		1,721		1,161		531		283

				当期純利益		938		1,121		632		121		-317



				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		-31,651



総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	32143.63	34740.239999999998	35646.959999999999	34302.85	28820.66	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	1395.12	1721.33	1160.82	530.91	282.51	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	937.8	1120.57	631.54999999999995	121.31	-316.51	

総売上高[億円]





経常利益、当期純利益[億円]











セグメント別



				商号		マツダ（株）

				英語表記		Mazda Motor Corp.

				本社所在地		〒 730-8670 広島県安芸郡府中町新地3－1

				大株主		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）7.53％、

				決算年月		Mar-17		Mar-18		Mar-19		Mar-20		Mar-21

				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期純利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		▲31,651

				純資産額(百万円)		1,064,038		1,219,470		1,233,441		1,205,846		1,195,830

				総資産額(百万円)		2,524,552		2,724,092		2,877,613		2,787,640		2,917,414

				自己資本比率(％)		41.2		43.8		41.8		42.1		40.5

				連結従業員数(名)		48,849		49,755		49,998		50,479		49,786

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				単独従業員数(名)		21,400		21,927		22,354		22,480		22,611

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				事業内容		総合重機メーカ。

						◆エナジー--火力発電システム、原子力発電システム、コンプレッサ、航空機用エンジン 、舶用機械

						◆プラント・インフラ---商船、エンジニアリング、環境設備、製鉄機械、工作機械、機械システム

						◆物流・冷熱・ドライブシステム---物流機器、エンジン、ターボチャージャ、冷熱製品、カーエアコン

						◆航空・防衛・宇宙---民間航空機、防衛航空機、飛しょう体、艦艇、特殊車両、特殊機械(魚雷)、 宇宙機器

				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870						3,214,363		3,474,024		3,564,172		3,430,365		2,882,066

				地域別売上高 欧州		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037				決算年度 ド		2016		2017		2018		2019		2020

				地域別売上高 その他海外		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490				地域別売上高 米国		24.7%		22.5%		22.7%		25.5%		27.5%

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432				地域別売上高 北米（米国除く）		8.7%		9.6%		9.2%		8.6%		8.1%

																		地域別売上高 欧州		649468		732455		714538		715837		498037

																		地域別売上高 欧州		20.2%		21.1%		20.0%		20.9%		17.3%

																		地域別売上高 その他海外		902938		994288		1018667		916644		764645

																		地域別売上高 その他海外		28.1%		28.6%		28.6%		26.7%		26.5%

																		地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

																		地域別売上高 日本		18.3%		18.2%		19.5%		18.4%		20.6%

																		海外売上比率(%)		902938		994288		1018667		916644		764645

																		研究開発費(百万円)		0.0		0.0		0.0		0		0

																		0		587025		631229		693581		629991		594490

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0		0		0		0		0

																		0		0		0		0		0.00%		0.00%

																		合計 ゴウケイ		2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650



																		売上調整分		0		0		0		0		0

																				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																		決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				地域別売上高(百万円)																2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650

				地域別売上高 北米（米国除く）(百万円)		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				地域別売上高 欧州(百万円)		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037

				地域別売上高 その他海外(百万円)		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645

				地域別売上高 日本(百万円)		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432











地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	8.7187725841791977E-2	9.5824035757956769E-2	9.1927662301370422E-2	8.5781250683236332E-2	8.0799676343289842E-2	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	0.2020518528865595	0.2108376338217583	0.20047797917721141	0.20867662770579806	0.172805549907601	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	0.28090729018471156	0.28620642805000773	0.28580747506012616	0.26721471330310331	0.2653114120217927	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	0.18262560886869342	0.18169966586298769	0.19459807214691097	0.1836513024124255	0.20627216725779354	

セグメント売上比率[%]







地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	280253	332895	327646	294261	232870	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	649468	732455	714538	715837	498037	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	902938	994288	1018667	916644	764645	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	587025	631229	693581	629991	594490	決算年度	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	









研究開発費

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

				セグメント		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2017		2018		2019		2020

				日本		1,235

				北米		16						日本　1,235億円		北米　16億円		欧州　18億円		その他の地域　5億円

				欧州		18						日本		1,235億円

				その他の地域		5						北米		16億円

				合計 ゴウケイ		1,274						欧州		18億円

												その他の地域		5億円



				エナジー		47,260

				プラント・インフラ		10,673

				物流・冷熱・ドライブシステム		11,744

				航空・防衛・宇宙　		42,804

				その他		13,243

								セグメント		名称 メイショウ		内容 ナイヨウ

								日本 ニホン		本社R&D部門		新商品の企画・デザイン・設計・実験研究、新技術の先行研究

										マツダR&Dセンター横浜

								北米		マツダモーターオブアメリカ,Inc.		市場特性に適合した商品の研究開発

								欧州		マツダモーターヨーロッパGmbH

								その他の地域		マツダ(中国)企業管理有限公司
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Sheet1



						2016		2017		2018		2019		2020						商号		パナソニック株式会社

				総売上高		20		20		20		20		20						英語表記		Panasonic Corporation

				経常利益		73,437		79,822		80,027		74,906		66,988						本店所在地		〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地

				当期純利益		2,751		3,786		4,165		2,911		2,608						大株主(2020年3月期)		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口））8.87%、株式会社日本カストディ銀行（信託口）7.49%

																				決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																				売上高(百万円)		7,343,707		7,982,164		8,002,733		7,490,601		6,698,794

						0.2016		0.2017		0.2018		0.2019		0.202						経常利益(百万円)		275,066		378,590		416,456		291,050		260,820

						734.3707		798.2164		800.2733		749.0601		669.8794						当期利益(百万円)		149,360		236,040		284,149		225,707		165,077

						27.5066		37.859		41.6456		29.105		26.082						資本合計(百万円)		1,571,889		1,707,551		1,913,513		1,998,349		2,594,034

																				総資産額(百万円)		5,982,961		6,291,148		6,013,931		6,218,518		6,847,073

																				自己資本比率(%)		26		27		32		32		38

																				従業員(連結)		257,533		274,143		271,869		259,385		243,540

																				従業員(単独)		57,484		61,311		62,031		60,455		59,006

																				事業内容		◆アプライアンス

																						エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、調理家電、テレビ、ビデオ、オーディオ機器、燃料電池、コンプレッサーなど

																						◆ライフソリューションズ

																						照明、ランプ、太陽光発電、空調、換気、自転車、内装・外装材、介護関連

																						◆コネクティッドソリューションズ

																						航空機内設備、通信サービス、電子部品実装、溶接機、プロジェクター、業務用カメラ、パソコン、各種ソリューション 

																						◆オートモーティブ 

																						車載設備、車載電池、電動車用デバイス、運転支援システム

																						◆インダストリアルソリューションズ

																						　リレー、スイッチ、電源、電子部品、液晶パネル

																				・事業分野別売上 (百万円)

																				アプライアンス		2,276,328		2,358,185		2,531,585		2,383,331		2,294,423

																				当該事業売上高比率(%)		31.0%		29.5%		31.6%		31.8%		34.3%

																				ライフソリューションズ		1,327,386		1,415,577		1,846,426		1,734,585		1,340,295

																				当該事業売上高比率(%)		18.1%		17.7%		23.1%		23.2%		20.0%

																				コネクティッドソリューションズ		987,381		1,055,405		1,000,750		924,100		718,514

																				当該事業売上高比率(%)		13.4%		13.2%		12.5%		12.3%		10.7%

																				オートモーティブ		-		-		1,486,850		1,449,083		1,313,262

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		18.6%		19.3%		19.6%

																				インダストリアルソリューションズ		-		-		1,204,925		1,076,234		1,085,487

																				当該事業売上高比率(%)		-		-		15.1%		14.4%		16.2%

																				オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ		2,268,921		2,659,844		-		-		-

																				当該事業売上高比率(%)		30.9%		33.3%		-		-		-

																				その他		633,473		276,415		254,830		257,957		251,371

																				当該事業売上高比率(%)		8.6%		3.5%		3.2%		3.4%		3.8%

																				売上調整分		△140,320		△270,167		△483,503		△334,241		△304,558

																				当該事業売上高比率(%)		-1.90%		-3.40%		-6.00%		-4.50%		-4.50%

																				・地域別売上高(百万円)

																				日本		3,659,113		3,724,061		3,716,555		3,609,077		3,113,276

																				米州		1,272,214		1,368,297		1,529,803		1,442,292		1,117,049

																				欧州		607,695		821,053		807,261		720,620		662,022

																				アジア・中国他		1,804,685		2,068,753		1,949,114		1,718,612		1,806,447

																				海外売上比率(%)		50.2		53.3		53.6		51.8		53.5

																				研究開発費(百万円)　　		436,100		448,900		488,800		475,000		419,764





総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	20.16	20.170000000000002	20.18	20.190000000000001	20.2	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	73437.070000000007	79821.64	80027.33	74906.009999999995	66987.94	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	2750.66	3785.9	4164.5600000000004	2910.5	2608.1999999999998	

総売上高[億円]





経常利益、純利益[億円]











総売上高



						2016		2017		2018		2019		2020

				総売上高		32,144		34,740		35,647		34,303		28,821

				経常利益		1,395		1,721		1,161		531		283

				当期純利益		938		1,121		632		121		-317



				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		-31,651



総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	32143.63	34740.239999999998	35646.959999999999	34302.85	28820.66	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	1395.12	1721.33	1160.82	530.91	282.51	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	937.8	1120.57	631.54999999999995	121.31	-316.51	

総売上高[億円]





経常利益、当期純利益[億円]











セグメント別



				商号		マツダ（株）

				英語表記		Mazda Motor Corp.

				本社所在地		〒 730-8670 広島県安芸郡府中町新地3－1

				大株主		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）7.53％、

				決算年月		Mar-17		Mar-18		Mar-19		Mar-20		Mar-21

				売上高(百万円)		3,214,363		3,474,024		3,564,696		3,430,285		2,882,066

				経常利益(百万円)		139,512		172,133		116,082		53,091		28,251

				当期純利益(百万円)		93,780		112,057		63,155		12,131		▲31,651

				純資産額(百万円)		1,064,038		1,219,470		1,233,441		1,205,846		1,195,830

				総資産額(百万円)		2,524,552		2,724,092		2,877,613		2,787,640		2,917,414

				自己資本比率(％)		41.2		43.8		41.8		42.1		40.5

				連結従業員数(名)		48,849		49,755		49,998		50,479		49,786

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				単独従業員数(名)		21,400		21,927		22,354		22,480		22,611

				〔外、平均臨時雇用人員〕		-		-		-		-		-

				事業内容		総合重機メーカ。

						◆エナジー--火力発電システム、原子力発電システム、コンプレッサ、航空機用エンジン 、舶用機械

						◆プラント・インフラ---商船、エンジニアリング、環境設備、製鉄機械、工作機械、機械システム

						◆物流・冷熱・ドライブシステム---物流機器、エンジン、ターボチャージャ、冷熱製品、カーエアコン

						◆航空・防衛・宇宙---民間航空機、防衛航空機、飛しょう体、艦艇、特殊車両、特殊機械(魚雷)、 宇宙機器

				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870						3,214,363		3,474,024		3,564,172		3,430,365		2,882,066

				地域別売上高 欧州		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037				決算年度 ド		2016		2017		2018		2019		2020

				地域別売上高 その他海外		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645				地域別売上高 米国		794,679		783,157		809,740		873,632		792,024

				地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490				地域別売上高 米国		24.7%		22.5%		22.7%		25.5%		27.5%

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37				地域別売上高 北米（米国除く）		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432				地域別売上高 北米（米国除く）		8.7%		9.6%		9.2%		8.6%		8.1%

																		地域別売上高 欧州		649468		732455		714538		715837		498037

																		地域別売上高 欧州		20.2%		21.1%		20.0%		20.9%		17.3%

																		地域別売上高 その他海外		902938		994288		1018667		916644		764645

																		地域別売上高 その他海外		28.1%		28.6%		28.6%		26.7%		26.5%

																		地域別売上高 日本		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

																		地域別売上高 日本		18.3%		18.2%		19.5%		18.4%		20.6%

																		海外売上比率(%)		902938		994288		1018667		916644		764645

																		研究開発費(百万円)		0.0		0.0		0.0		0		0

																		0		587025		631229		693581		629991		594490

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0		0		0		0		0

																		0		0		0		0		0.00%		0.00%

																		合計 ゴウケイ		2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650



																		売上調整分		0		0		0		0		0

																				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																		決算末年月		2016		2017		2018		2019		2020

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				地域別売上高(百万円)																2,673,154		2,952,700		3,058,561		2,757,540		2,356,650

				地域別売上高 北米（米国除く）(百万円)		280,253		332,895		327,646		294,261		232,870

				地域別売上高 欧州(百万円)		649,468		732,455		714,538		715,837		498,037

				地域別売上高 その他海外(百万円)		902,938		994,288		1,018,667		916,644		764,645

				地域別売上高 日本(百万円)		587,025		631,229		693,581		629,991		594,490

				海外売上比率(%)		81.74		81.83		80.54		81.64		79.37

				研究開発費(百万円)		126,915		136,009		134,660		135,009		127,432











地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	8.7187725841791977E-2	9.5824035757956769E-2	9.1927662301370422E-2	8.5781250683236332E-2	8.0799676343289842E-2	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	0.2020518528865595	0.2108376338217583	0.20047797917721141	0.20867662770579806	0.172805549907601	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	0.28090729018471156	0.28620642805000773	0.28580747506012616	0.26721471330310331	0.2653114120217927	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	0.18262560886869342	0.18169966586298769	0.19459807214691097	0.1836513024124255	0.20627216725779354	

セグメント売上比率[%]







地域別売上高 米国	2016	2017	2018	2019	2020	0.24722752221824354	0.22543223650728952	0.22718881131438101	0.25467610589543677	0.2748111944695229	地域別売上高 北米（米国除く）	2016	2017	2018	2019	2020	280253	332895	327646	294261	232870	地域別売上高 欧州	2016	2017	2018	2019	2020	649468	732455	714538	715837	498037	地域別売上高 その他海外	2016	2017	2018	2019	2020	902938	994288	1018667	916644	764645	地域別売上高 日本	2016	2017	2018	2019	2020	587025	631229	693581	629991	594490	決算年度	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	









研究開発費

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

				セグメント		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2017		2018		2019		2020

				日本		1,235

				北米		16						日本　1,235億円		北米　16億円		欧州　18億円		その他の地域　5億円

				欧州		18						日本		1,235億円

				その他の地域		5						北米		16億円

				合計 ゴウケイ		1,274						欧州		18億円

												その他の地域		5億円



				エナジー		47,260

				プラント・インフラ		10,673

				物流・冷熱・ドライブシステム		11,744

				航空・防衛・宇宙　		42,804

				その他		13,243

								セグメント		名称 メイショウ		内容 ナイヨウ

								日本 ニホン		本社R&D部門		新商品の企画・デザイン・設計・実験研究、新技術の先行研究

										マツダR&Dセンター横浜

								北米		マツダモーターオブアメリカ,Inc.		市場特性に適合した商品の研究開発

								欧州		マツダモーターヨーロッパGmbH

								その他の地域		マツダ(中国)企業管理有限公司

				担当役員を委員長とし関係本部長から構成する「知的財産委員会

				知的財産委員会		委員長 イインチョウ		担当役員 タントウ ヤクイン

						委員長 イイン		関係本部長 カンケイ ホンブチョウ

				知的財産部
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 燃焼機関；熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備(IPC 
F02) の技術分野の国・地域別の特許出願動向は下記のとおりで
す。

日本国内および海外において、トヨタ自動車が最多の出願をして
います。同社はトヨタ自動車より少ないながら、トヨタに次ぐ出願
数があります。

 注目記事

 注目記事の関連特許

6．注目技術と関連特許

タイトル 書誌 記事概要
トヨタ・ス
ズキ・スバ
ル・ダイハ
ツ・マツダ
の５社が
タッグ、つ
ながる車向
けシステム
構築

2021/0
4/29
日刊工
業新聞
ニュー
スイッ
チ

トヨタ自動車、スズキ、ＳＵＢＡＲＵ（スバル）、
ダイハツ工業、マツダの自動車メーカー５社は、車
載通信システムを共通化する。次世代の車載通信機
の技術仕様を共同で開発する。コネクテッドカー
（つながる車）関連のサービスを提供する上で必要
な通信の安定性を確保する一方、各社の開発工数を
削減してサービスの早期提供などにつなげる。トヨ
タが開発した車載通信機技術をベースに、他の４社
の技術を盛り込み、システム構築する。共通システ
ムをベースにして、各社がそれぞれ独自のアプリ
ケーション・サービスに関する開発を行う。
コネクティッド領域ではビッグデータや人工知能

（ＡＩ）など通信技術や事業が急速に発展する。共
同開発で通信品質の安定を図り、設備や人員など経
営資源の最適化につなげる。

出願番号 公開番号 FI 技術単位 
特願 2019-157919 
(2019/8/30) 

特開 2021-035804 
(2021/3/4) 

B60R16/02 645 D、B60R16/02 
660 N、H04L13/00 T 

3Q 

発明の名称 出願人 

車載用制御装置 トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社 

【課題】消費電力抑制の効果やコストを好適化しやすい制御装置を提供する。 
【解決手段】制御装置は、車両に搭載され、通信による指示に従って通常モードおよび消費電力を抑制

したモードを切り替える機能を有する第１種別の装置と、この機能を有しない第２種別の装置とを制御

する。制御装置は、外部から取得する情報に基づいて、消費電力を抑制する装置を特定する特定部と、

特定部が特定した装置が第１種別の装置である場合、特定した装置に通信線を介して、消費電力を抑制

したモードに遷移する指示を送信するモード制御部と、特定部が特定した装置が第２種別の装置である

場合、特定した装置への電力供給を停止する電力制御部とを含む。 
【キーワード】消費電力、抑制、通信、切り替え、モード制御 

 

 



4

7．業界相関図

マツダを取り巻く自動車業界に関する相関図は以下のとおりです。

提携

ルノー
43%出資

トヨタ自動車

売上27兆2,146億円
人数 366,283人

本田技研工業

売上13兆1,705億円
人数 211,374人

日産自動車

売上 7兆8,626億円
人数 131,461人

マツダ

売上2兆8,821億円
人数 49,786人

スズキ

売上3兆1,782億円
人数 68,739人

SUBARU

売上2兆8,302億円
人数 36,070人

三菱自動車

売上1兆4,555億円
人数 30,091人

ダイハツ工業

売上1兆3,640億円
人数 43,197人

子 会 社
100%出資

資本提携

資
本
提

携

業務資本提携
34%出資

OEM供給

VW

売上 2229億ﾕｰﾛ
人数 662,575人

欧州米国

フォード

売上 1271億ﾄﾞﾙ
人数 186000人

ダイムラー

売上 1543億ﾕｰﾛ
人数 288,481人

FCA

売上 867億ﾕｰﾛ
人数 192000人

GM

売上 1,225億ﾄﾞﾙ
人数 155,000人

BMW

売上 990億ﾕｰﾛ
人数 120,726人

ルノー

売上 435億ﾕｰﾛ
人数 170 000人

グループPSA

売上 607億ﾕｰﾛ
人数 209,000人

日産
15%出資

OEM供給包括提携

EV自動運転
で提携

包括提携
包括提携 相互出資

OEM供給

いすゞ自動車

売上1兆9,082億円
人数36,224人

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ
OEM供給

トヨタが
4.9%出資

ルノー・日産・三菱連合

FCA ダイムラー

5%出資

アジア

タタ・モーターズ

売上2,49,79億ﾙﾋﾟｰ
人数75,278人

第一汽車集団

売上6,974億人民元
人数110,000人

現代グループ

売上103兆9,980億ｳｫﾝ

人数250,000人

北京汽車集団

売上1,769億人民元
人数 110,000人

上海汽車集団

売上7,421億人民元
人数216,360人

印で生産合弁会社設立
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