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 ２０１８年４月２６日 

 
 

マツダ、2018年 3月および 2017年 4月～2018年 3月の 

生産･販売状況について（速報） 
 

マツダ株式会社の 2018年 3月および 2017年 4月～2018年 3月の生産･販売状況の概況は以下

のとおりです。 

 

Ⅰ. 生産 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

93,012 -1.9 976,313 +2.3 254,075 +6.4

1,118 +18.4 10,549 +4.0 2,777 +5.0

94,130 -1.7 986,862 +2.3 256,852 +6.4

50,966 -12.8 596,785 +1.1 153,612 -0.8

3,451 -17.1 35,885 -3.4 8,717 -20.8

54,417 -13.1 632,670 +0.9 162,329 -2.1

143,978 -6.1 1,573,098 +1.8 407,687 +3.6

4,569 -10.6 46,434 -1.8 11,494 -15.8

148,547 -6.2 1,619,532 +1.7 419,181 +2.9

乗　用　車

商　用　車

合　　　計

海外生産

合　　　計

乗　用　車

商　用　車

2018年1月~3月

乗　用　車

商　用　車

合　　　計

2017年4月～2018年3月
内　　　訳

2018年3月

国内生産

グローバル生産

 
注1） 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース（CKD を除く）。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。 

注2） グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。 

 

１．国内生産 

（1）2018年 3月 

乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました（－1.7％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 40,149台 （前年同月比＋7.9％） 

「アクセラ」 ： 14,997台 （同－24.7％） 

「アテンザ」 ： 10,683台 （同＋42.8％） 
 

（2）2017年 4月～2018年 3月 

乗用車と商用車がともに増となり、前年同期実績を上回りました（＋2.3％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 415,012台 （前年同期比＋28.1％） 

「アクセラ」 ： 167,587台 （同－18.7％） 

「CX-3」 ： 127,306台 （同＋9.6％） 
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２．海外生産 

（1）2018年 3月 

乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました（－13.1％）。 

 

【主要車種実績】 

「アクセラ」 ： 23,491台 （前年同月比－6.3％） 

「デミオ」 ： 7,762台 （同－36.1％） 

「CX-4」 ： 5,604台 （同－30.4％） 
 

（2）2017年 4月～2018年 3月 

乗用車が増となり、前年同期実績を上回りました（＋0.9％）。 

 

「アクセラ」 ： 255,223台 （前年同期比－1.9％） 

「デミオ」 ： 100,158台 （同＋0.4％） 

「CX-4」 ： 70,407台 （同＋17.3％） 
 
 

Ⅱ. 国内販売 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

31,724 +2.9 186,385 +4.4 64,534 +1.4

2,809 -5.6 24,000 -1.0 6,409 -2.7

29,435 +3.0 169,690 +3.2 58,160 -0.3

5,098 -2.1 40,695 +6.3 12,783 +7.8

34,533 +2.2 210,385 +3.8 70,943 +1.0

2018年3月 2018年1月~3月

国内販売

商　用　車

乗　用　車

登　録　車

軽 自 動 車

合　　　計

内　　　訳
2017年4月～2018年3月

 
（1）2018年 3月 

乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました（＋2.2％）。 

シェアは、登録車が 6.7％（前年同月差＋0.5ポイント）、軽自動車が 2.2％（同－0.1ポイント）、総合計は

5.2％（同＋0.3ポイント）でした。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 9,284台 （前年同月比－4.0％） 

「デミオ」 ： 7,593台 (同＋7.2％) 

「CX-8」 ： 4,340台  

 

（2）2017年 4月～2018年 3月 

乗用車が増となり、前年同期実績を上回りました（＋3.8％）。 

シェアは、登録車が 5.1％（前年同期差＋0.2 ポイント）、軽自動車が 2.2％（±0 ポイント）、総合計は

4.0％（同±0ポイント）でした。 

 

【主要車種実績】 

「デミオ」 ： 50,026台 （前年同期比－6.2％） 

「CX-5」 ： 38,153台 （同＋40.4％） 

「アクセラ」 ： 23,128台 （同－19.5％） 
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Ⅲ. 輸出 

台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%) 台     数 前年比(%)

76,200 +2.0 821,122 +1.6 209,866 +15.4

37,186 +35.2 303,487 +0.6 79,948 +41.5

13,431 -38.1 213,736 +2.0 51,739 +7.1

5,219 +9.8 83,048 +1.0 19,941 +6.1

20,364 -2.0 220,851 +2.9 58,238 -0.1

76,200 +2.0 821,122 +1.6 209,866 +15.4合　　　計

輸　　出

北　　　米

欧　　　州

オセアニア

そ　の　他

乗　用　車

2017年4月～2018年3月
内　　　訳

2018年3月 2018年1月~3月

 
（1）2018年 3月 

北米、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました（＋2.0％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 34,329台 （前年同月比＋23.9％） 

「アテンザ」 ： 14,982台 （同＋82.8％） 

「アクセラ」 ： 11,640台 （同－27.1％） 
 

（2）2017年 4月～2018年 3月 

北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同期実績を上回りました（＋1.6％）。 

 

【主要車種実績】 

「CX-5」 ： 377,036台 （前年同期比＋26.2％） 

「アクセラ」 ： 146,408台 （同－17.0％） 

「CX-3」 ： 110,587台 （同＋7.1％） 
 

  以 上 

 


