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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

お客様価値を徹底追求
　株主の皆様には、平素より格別のご高配に預かり、厚く御礼申しあ
げます。
　2012年度第2四半期は、営業利益の増益を確保することができま
したが、多額の事業構造改革費用の計上と繰延税金資産の取崩しを余
儀なくされたことから、大幅な当期純損失となり、2012年度通期で
も大幅な赤字となる見通しとなりました。
　この結果、誠に遺憾ではございますが、中間配当0円、期末配当予
想0円の年間無配へ修正させていただくことにいたしました。
　こうした状況を打開するために、もう一度原点に戻って、お客様価
値の提案に徹底的に取り組んでまいります。
　そして、事業の基本単位であるビジネスユニットが、最も力を発揮
できる姿、自らの進化を最も追求できる姿を早期に実現し、それを原
動力にしてパナソニックの復活を果たしてまいります。

1



当第2四半期累計の業績
　当社グループの2012年度第2四半期までの連結業績は、売
上高が3兆6,382億円（前年同期比9%減）と大幅な減収にな
りました。「BtoB」ビジネスの強化を進めたものの、国内の
薄型テレビ市場や海外のノートパソコン市場などの需要低迷
や、厳しいグローバル競争のなか、デジタルコンシューマー
関連商品※を中心に売上が落ち込んだためです。
　利益面では、固定費削減や材料合理化の推進により、営業
利益は874億円（同84%増）を確保しました。しかし、営業
外費用としてソーラー、民生用リチウムイオン電池、携帯電

話事業に関するのれん・無形資産の減損損失を計上したほか、
国内市場における急激な販売下落や第3四半期以降の厳しい
経営環境を踏まえ、米国会計基準に基づき連結決算における
繰延税金資産の取崩し（評価引当金の計上）を行った結果、
6,852億円の当社株主に帰属する当期純損失となりました。
　2012年度通期でも、デジタルコンシューマー関連商品の市
況悪化や新興国の景気減速の影響などを受け、業績は当初予
想を大幅に下回る見通しです。株主の皆様には、あらためて
ここにお詫びを申しあげます。

売上高（億円）

営業利益（億円）
税引前利益（△は損失）（億円）
当社株主に帰属する当期純利益（△は損失）（億円）
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（△は損失）（円）
総資産（億円）
当社株主資本（億円）
1株当たり当社株主資本（円）

2011年度 第2四半期累計
（2011年4月1日～2011年9月30日）

（注）1.当社の連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成しております。当社株主資本および１株当たり当社株主資本の金額は、
  米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて表示しております。
 2.億円単位の記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しております。

連結業績の推移
40,052
20,364
19,688
476

△1,593
△1,362
△58.88
73,159
25,596

1,106.97

36,382
18,782
17,600
874

△2,787
△6,852
△296.39
55,998
11,496
497.31

国内（億円、構成比％）
海外（億円、構成比％）

（51）

（49）

（52）

（48）

2012年度 第2四半期累計
（2012年4月1日～2012年9月30日）

※一般消費者向けデジタル商品およびそこに使われるデバイス、生産設備
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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

価値創出力を再生し、
「お客様価値を生む事業の集合体」へ

改革の方向性

　現在策定を進めております2013年度から3年間の新中期計画で、
まず当社が達成すべきは、低収益で資金リスクを抱える危機的現
状から、一刻も早く脱却することだと考えています。
　そのためには、事業の基本単位である事業部門「ビジネスユニッ
ト（BU）」が、お客様ともう一度しっかりと向き合い、「価値創出力」
を再生することが何より重要です。これをベースにして、全社を挙
げたキャッシュ創出の取り組みを徹底的に行ってまいります。
　そして、2015年度には、もう一度、「お客様価値を生む事業の
集合体」へと生まれ変わり、資本市場が期待する収益を生み出せる

「普通の会社」に戻ることを目指します。
　その上で、創業100周年となる2018年に向けて、グループとし
ての価値創出力を最大限に高め、「高収益企業」「環境革新企業」
へ向かっていきたいと考えております。

新中期計画

ＢＵ基軸の経営

キャッシュを生み出し
危機脱却

価値創出力の再生

2012 2015 2018

新中期計画の位置づけ

低
収
益
・
資
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　新中期計画の策定に先立ち、BUを含むグループ全体がよ
りお客様に向かって集中できるよう、2012年10月に本社機
能の改革を実施しました。
　新設した「コーポレート戦略本社」は、経営企画と人事、
経理の戦略機能を融合した150人規模のコンパクトな組織で
す。資本市場と向き合いながらグループ全体を見渡し、グ
ループ戦略の立案・推進や事業全体のポートフォリオマネジ
メントを、スピード感をもって手掛けていきます。
　一方、本社機能のうち事業推進を支援する部門については
本社から切り離し、「プロフェッショナル ビジネス サポート
部門（PBSS）」として前線化を図り、「お役立ち」と「対価」
を明確化しつつ、ドメインやBUとともにお客様と向き合って

いく体制としました。
　本社R&D部門については、既存領域のテーマを約1,000人
の人員とともにドメインへ全面的に移管しました。よりお客
様に近いところで、研究開発を進めるためです。その他は

「R&D本部」としてPBSSに位置づけ、長期的に経営に貢献
し得る成長分野、「クラウド」「エネルギー」「デバイス」の3
つのソリューションを重点分野として、リソースを集中する
体制としました。
　BUの進化を支えるのが、「コーポレート戦略本社」とPBSS
の役割です。事業の基軸であるBUを進化させるべく、グルー
プとして今後も最適な姿を目指してまいります。

ビジネスユニットの進化を支える体制を構築
本社・ガバナンス改革

コーポレート
戦略本社

プロフェッショナル
ビジネス サポート部門

資
本
市
場

取締役会

お
　客

　様

社　長

●投資家視点を
　持った
　戦略機能

●自主責任経営の推進

●事業推進のサポート
●コーポレート機能運営のオペレーション
●長期的に経営を支える事業の創出（R&D）

ビジネス
ユニット

ビジネス
ユニット

ビジネス
ユニット

ビジネス
ユニット

ドメイン ドメイン
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　私たちはお客様とともに夢を追い、お役に立ち、そしてお
客様とともに成長する企業でありたいと考えています。その
ために、当社が手掛ける幅広い商品群を活かして、お客様が
活動する「空間」に対して価値のある提案を行っていくこと
を目指しております。
　具体的には、「住宅空間」、オフィスや工場、店舗・病院な
どの「非住宅空間」、車や飛行機などの「モビリティ」、そし
て「パーソナル」の4つの空間が考えられます。これらの中
心にあるのは、「人」、すなわちお客様です。
　当社はこの4つの空間に対して、「エコ＆スマート」を切り
口に、「BtoB事業」であればお客様のお困りごとを解決する
ソリューション、「BtoC事業」なら安心・快適・ワクワク感
をお届けするようなソリューションを提供してまいります。

　こうしたお客様価値の提案を各地域で徹底的に積み重ねる
先に、当社が2018年の創業100周年に向けて目指している

「高収益企業」「環境革新企業」の実現が見えてくると考えて
います。

　当社はこれからも、全力でお客様と向き合い、お客様価値
を高められるよう取り組んでまいります。株主の皆様には一層
のご理解ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申しあげます。

T o p M e s s a g e
トップメッセージ

「お客様価値提案」の目指す方向性

住宅空間 非住宅空間

モビリティ パーソナル

Eco & Smart
Solutions

B to B

お困りごとを解決

B to C

安心・快適・ワクワク感を提供

環
境
革
新
企
業

お客様

4つの空間で「エコ＆スマートソリューション」を提供
お客様価値提案の方向性

取締役社長
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特集　お客様価値提案

パナソニックが、暮らしや仕事のシーンを変える

新しい暮らしを提案し、具現化

当社の商品・サービスが、どのようなお客様にどのようなシーンでお役に立てるのかを、お客様が暮らし働く「空間」ごとに紹介します。

　住宅というお客様に最も近いところに、
当社の商品やサービスを提供して、空間
トータルでの価値を提案してまいります。
　これを具現化したものが、当社のモデル
ハウス「エコイエ」（大阪府門真市）です。
屋根には「HIT太陽電池」を用いた高効率
太陽光発電システム、壁面には断熱素材に
より最小限の冷暖房でも快適な家屋により、
エネルギー消費を削減。さらに、新システ
ムの発電やエネルギー消費を「見える化」
して賢く制御する「スマートH

ヘ ム ス

EMS（ホー
ムエネルギーマネジメントシステム）」を組
み合わせることで、快適に節電する暮らし
に貢献します。
　さらに、2012年から展開を始めた新たな
家電シリーズ「スマート家電」では、スマー
トフォンアプリを介して家電とインターネッ
トをつなげることで多彩な快適さ・便利さ
を実現しています。

住宅空間

冷蔵庫

スチームオーブンレンジ

体組成バランス計

スマートフォン

エコロジーモデルハウス「エコイエ」

※画面は全てイメージです。
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快適でエコな環境を、駅に、オフィスに、病院に
　公共スペースやオフィス、店舗や工場、
病院といった空間に対して効率的で快適、
エコな環境を実現する商品・サービスを提
供していきます。
　JR四ツ谷駅（東京・四谷）。駅舎屋上に
は太陽光発電システム「HIT太陽電池」が
並び、コンコースやホームを照らすのは、
全てLED照明器具です。通路に取りつけら
れた広告看板にも、省電力性に優れたLED
光源が使われています。
　この駅は、JR東日本と当社の共同プロジ
ェクト「エコステ」※の第1号です。駅舎と、
隣接する商業施設「アトレ四谷」の双方を、
徹底した環境配慮型の施設にしようという
もので、当社からは創・蓄・省エネ関連の
多数の商品を納入しました。

非住宅空間

JR四ツ谷駅

特集　お客様価値提案

※「エコステ」はJR東日本の登録商標です。

5,700Kの爽やかなLEDの輝度を活かして
賑わい感を演出したコンコース
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海外でも使える
トラベルナビゲーション※2

※1：日本初（2012年8月24日現在）の「MirrorLink™」対応。MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumが推進する車載機とスマートフォンとの機器連携に関する規格で、車載機側からスマー
トフォンのアプリケーションを遠隔操作するとともに、スマートフォンの表示画面を車載機に複製表示するサービスです。また、MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標です。

※2：業界初（2012年9月26日現在）の海外ガイドブックデータ収録。ソウル・パリは本製品に収録済みです。台北・ホーチミン・ロンドン・ローマ・バルセロナ・ヴェネツィア・ホノルル・ニューヨーク
は別売りです。

お客様の高い期待に応える
　自動車や航空機といった“乗り物”に求めら
れるのは、極めてハイレベルの安全性と信頼性
です。当社は確かな技術で、より快適でエコな
モビリティライフを提供します。
　自動車マーケットでは現在、環境性能の高い
ハイブリッド車や電気自動車が注目を集めてい
ます。これらの車種には、キーデバイスとなる
電池をはじめ、数多くの高性能な電子部品が必
要です。
　当社は、大容量のリチウムイオン電池の納入
をグローバル5社、10車種以上に進めるなど、
業界の先頭に立って環境対応車の普及と新商品
の開発・提案に取り組んでいます。
　今後も、お客様の高い期待に応えながら、お
客様とともに新たな市場を開拓していきます。

モビリティ

特集　お客様価値提案

写真上：トヨタ自動車株式会社に納入しているディスプレイ・
 オーディオ「スマホナビ対応ディスプレイ」
写真下：株式会社NTTドコモに納入しているスマートフォン
　 　　 「ELUGA V」

ディスプレイ・オーディオで
スマートフォンの遠隔操作が可能※1

電気自動車用
円筒形リチウム
イオン電池

テスラモーターズ
「モデルS」
（電気自動車）

トヨタ自動車株式会社
「プリウスPHV」
（プラグインハイブリッド車）

フォード・モーター・カンパニー
「Fusion Hybrid Electric」
（ハイブリッド車）／
「Fusion Energi」
（プラグインハイブリッド車）

ハイブリッド車用
角型リチウムイオン電池（右）

プラグインハイブリッド車用
角型リチウムイオン電池（左）

当社リチウムイオン電池の納入事例
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「気持ち」に響く価値を提案
　ひとり一人の空間でも、パーソナルなニーズに
お応えするのが、パナソニックの商品です。理美
容商品シリーズ「Panasonic Beauty」もその1
つです。商品を通じて、豊かなひとときを提供し
ています。
　肌や髪にうるおいを与えるスチーマー「ナノケ
ア」、「目もとエステ」など、技術力を活かしたオ
リジナリティの高い商品を女性向けに揃えている
ほか、メンズシェーバーなどの男性向けラインア
ップも展開中です。
　最近では国内のみならずアジア市場を中心に海
外へも販路を広げています。2012年9月にはタ
イ・バンコクで、東南アジア市場全体を視野に入
れたプレス発表会とディーラーコンベンションを
開催しました。「Panasonic Beauty」のコンセプ
トのもと、理美容商品のNo.1ブランドとなること
を目指し、取り組んでまいります。

パーソナル

ヘアードライヤー  ナノケア 音波振動ハブラシ  ドルツ

スチーマー  ナノケア

目もとエステ

タイ・バンコクで行われた
「Panasonic Beauty」プレス発表会

特集　お客様価値提案

『忙しいひとを、美しいひとへ。』
「美」のソリューションを提案
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3Dカメラレコーダーをはじめ、
多様な機器を納入

現地に設けた
「パナソニック・フルHD・3Dシアター」が人気

史上初の「3Dオリンピック」をサポート

　ロンドンオリンピックで当社は、国際オリンピック委員会や
オリンピック放送機構と3D放送に向けたパートナーシップ契
約を締結、最新式一体型二眼式3Dカメラレコーダー（AG-
3DP-1）約30台などの3D撮影機器を納入しました。
　また、開会式・閉会式の演出に使われたDLPプロジェク
ター26台、画面サイズ1,730平方メートルと過去最大のLED
大型映像表示装置計45画面、薄型テレビ約1万2,000台、AV
セキュリティカメラシステム約2,500台など、競技会場や放
送現場にフルラインアップのHD機器を納入しました。

　一方で当社は、ロンドンオリンピックの会場となったオリン
ピックパーク内にショウケース「パナソニック・フルHD・3D
シアター」を開設。開会式や各競技のハイライト映像、水泳、
陸上など注目競技を鮮明な3D映像で放映しました。
　シアター内には3D放映用に、152v型と103v型の大画面デ
ィスプレイを設置。期間中、約4万人が来場したほか、メディ
ア16社も取材に訪れるなど、他のスポンサー施設を凌ぐ集客
力を見せました。ロンドンオリンピック公式サービスプロバイ
ダー・ニールセン社の調査では「訪問したいショウケース
No.1」、ニューヨークタイムズ紙電子版では「ベスト オブ パ
ビリオン」の評価も受けました。

※“The Olympic Partner”の略で、最高位のオリンピックスポンサーのこと。当社は1987年以来25年間にわたり、映像音響機器カテゴリーのTOP
スポンサーとしてオリンピックに貢献しています。

ロンドンオリンピックで使われた当社機器

多くの方が来場した
「パナソニック・フルHD・3Dシアター」

　世界に、日本に、さまざまな感動を届けたロンドンオリンピック。当社はこの大会をTOP※スポン
サーとして支える一方で、最新の3Dカメラレコーダーをはじめ過去最大規模の機器を納入、史上初の

「3Dオリンピック」の実現に貢献しました。

トピックス
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　インドと並ぶ「大増販プロジェクト」の
対象市場であるブラジルに、当社は2012
年9月、大型白物家電の現地生産を担う「エ
ストレマ工場」を立ち上げ、冷蔵庫の製造
を開始しました。ブラジルでは3つ目の生
産拠点になります。
　サンパウロ市から北東に約100キロ離れ
たミナス・ジェライス州エストレマ市に建
設されたこの工場は、敷地面積約17万平
方メートル。ブラジル国内向けの冷蔵庫に
加え、2013年5月からは洗濯機を生産開
始。将来的に従業員は約400名になる予定
です。
　この工場の最大の特長は、ブラジル初の

「エコアイディア」工場であることです。工
場内のプロセスごとの電力消費を“見える化”するなどして、
当社のアプライアンス工場のなかでもCO2排出量が最も少な
い工場に仕上げました。また、雨水のトイレ利用などにより、
水のリサイクル率を100%に高め、製造過程で出る鉄・プラ
スチックの廃棄物についてもほぼ100%リサイクルを達成し
ました。

　製造する商品も環境性能を重視しており、冷蔵庫はノンフ
ロン対応でインバーター省エネ・静音、洗濯機も省エネ・節
水・静音。当社がこれまでブラジルで販売していた冷蔵庫は、
当社台湾工場で製造されたものです。現地生産に切り替わる
ことで、納期はもちろん、ブラジルのお客様ニーズをより強
く反映した商品の提供が可能となります。

特集　グローバルビジネスの拡大へ

世界の各地で、現地密着の事業活動を展開

大型白物家電を現地生産　エストレマ工場で製造開始

当社は世界各地で現地市場に密着した事業活動を展開しています。ここでは、そのなかから最新の事例を紹介します。

ブラジル

エストレマ工場
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　生活家電商品のコーナーでまず目を引くのは、業界最高レ
ベルの環境技術で自然との調和を図りながら、快適な暮らし
の実現を目指すというパナソニックのコンセプトを表現した
巨大モニュメントです。加えて、省エネ性能で業界トップク
ラスの「A+++」に認定された冷蔵庫や洗濯機をはじめ、IHク
ッキングヒーターやビルトインキッチンなどの幅広い商品も
展示しました。なかでも、簡潔なフォルムが特長の調理家電

「BREAKFAST」シリーズは、主催者公式ニュースメディアか
ら「デザインチャンピオン」に選ばれました。

　また、デジタルAVC商品のコーナーには、広視野角の大型
テレビ68台を用いたモニュメントを中心に、ネットワーク性
を高めたテレビやオーディオ、103v型裸眼3Dプラズマディ
スプレイなどの最先端機器を展示しました。なかでも注目を
集めたのが、スマートフォンやタブレットに保存された画像
をスマートビエラの大画面で手軽に楽しめる機能「スワイプ
＆シェア」。モニュメント上の画面で実際に体験できるように
したところ、来場した方に広く関心を持っていただけました。

IFA2012に生活家電商品を初出展

新機能「スワイプ＆シェア」が人気

省エネ性能とデザイン性で注目を集める

　当社は、2012年9月にドイツで開かれたヨーロッパ最大の家電展示会「IFA2012」に今年も大型ブースを出展。生活家電商
品を初めて展示したほか、例年に続き最新のデジタルAVC商品も紹介しました。

ヨーロッパ

デジタルAVC商品

生活家電商品

最新技術が関心を集めた
デジタルAVC商品コーナー

初の出展で注目を集めた
生活家電商品コーナー
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単位：百万円単位：百万円
連結貸借対照表 連結損益計算書

2012年度第2四半期 2011年度第2四半期

売上高 3,638,160 4,005,198

　売上原価 2,710,013 2,994,321

売上総利益 928,147 1,010,877

　販売費及び一般管理費 840,781 963,278

営業利益 87,366 47,599

営業外損益 （△は損失） △366,037 △206,942

　受取利息 5,146 6,736

　受取配当金 2,538 3,814

　支払利息 △12,082 △14,172

　早期退職一時金 △14,483 △23,309

　その他 △347,156 △180,011

税引前利益（△は損失） △278,671 △159,343

法人税等 411,421 △1,355
持分法による投資利益 2,618 4,831
非支配持分帰属利益控除前
当期純利益（△は損失） △687,474 △153,157

非支配持分帰属利益 （△は損失） △2,304 △17,006
当社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） △685,170 △136,151

2012年4月 1 日〜
2012年9月30日

2011年4月 1 日〜
2011年9月30日

2012年度第2四半期
2012年

9月30日現在

2011年度第2四半期
2011年

9月30日現在

流動資産 2,599,537 3,296,722
　現金及び現金同等物 443,899 740,595
　定期預金 27,469 50,818
　短期投資 461 ー
　受取手形 81,340 83,927
　売掛金 909,674 988,346
　貸倒引当金 △24,221 △19,589
　棚卸資産 851,730 916,147
　その他の流動資産 309,185 536,478
投資及び貸付金 349,053 482,492
有形固定資産 1,728,015 1,720,037
その他の資産 923,146 1,816,614
資産合計 5,599,751 7,315,865

流動負債 2,745,975 2,725,850
　社債及び短期借入金 653,519 396,340
　支払手形 55,183 64,774
　買掛金 758,907 876,239
　その他の流動負債 1,278,366 1,388,497
固定負債 1,669,520 1,952,112
　社債及び長期借入金 908,135 1,132,051
　その他の固定負債 761,385 820,061
負債合計 4,415,495 4,677,962
当社株主資本 1,149,631 2,559,586
　資本金 258,740 258,740
　資本剰余金 1,117,480 1,115,871
　利益準備金 95,544 94,563
　その他の剰余金 743,407 2,088,726
　その他の包括利益（△は損失）累積額 △818,519 △751,632
　自己株式 △247,021 △246,682
非支配持分 34,625 78,317
資本合計 1,184,256 2,637,903
負債及び資本合計 5,599,751 7,315,865

（注）1.営業外損益の「早期退職一時金」は、国内・海外グループ会社の早期退職に伴う費用です。
 2.営業外損益の「その他」には、のれん・無形資産の減損損失等が含まれております。
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商　号 パナソニック株式会社
証券コード 6752
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月に開催
基準日　定時株主総会 3月31日
　　　　期末配当 3月31日　　　　　中間配当 　9月30日
公告方法 電子公告
 http://panasonic.co.jp/ir/stockholder/ 
 denshikokoku.html
 ただし、やむを得ない事由によって
 電子公告をすることができない場合は、
 日本経済新聞に掲載
単元株式数 100株
上場取引所 国内：東京・大阪・名古屋 　海外：ニューヨーク
株主名簿管理人および 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
＜郵便物送付先＞ 〒183-8701
 東京都府中市日鋼町1番10
 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
＜電話照会先＞ フリーダイヤル　0120-176-417
2013年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更となります。
＜郵便物送付先＞ 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
＜電話照会先＞ フリーダイヤル　0120-782-031
　インターネット http://www.smtb.jp/personal/
　ホームページURL agency/index.html

Corporate Data 会社概要

社 　 　 名
英 文 社 名
本 　 　 社

設 立 年 月
資 本 金

パナソニック株式会社
Panasonic Corporation
〒571-8501　大阪府門真市大字門真1006番地
TEL  06（6908）1121
1935（昭和10）年12月  〈創業1918（大正7）年3月〉
2,587億4,048万円

：
：
：

：
：

会社概要 2012年9月30日現在

2012年9月30日現在Stock Information 株式情報 株主メモ

大株主

（注）1. 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　　2. 当社は、自己株式141,368千株を保有しております。

株　主　名 所有株式数（千株）
発行済株式総数に

対する所有株式数の
割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 126,850 5.17
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 124,425 5.07
日本生命保険相互会社 76,728 3.12
株式会社三井住友銀行 66,817 2.72
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 63,215 2.57
パナソニック従業員持株会 52,973 2.15
MOXLEY AND CO LLC 51,154 2.08
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 37,515 1.52
住友生命保険相互会社 37,408 1.52
松下不動産株式会社 29,121 1.18

株式の状況
発行済株式総数
株主数

2,453,053,497株
567,531名

所有者別分布

金融機関等
33.9％

外国法人等
20.7％

個人・その他
31.2％

その他国内法人8.4％

自己株式5.8％

株価の推移
2,000
1,500
1,000
500

（円）

高値1,272円（2010.11）

安値476円（2012.7）
0

112011.12010.10 3 2012.1 35 7 9 5 7 9

※株式交換前に「パナソニック電工株式会社」の株式をお持ちであった場合、特別口座
　の口座管理機関は「三菱UFJ信託銀行株式会社」（電話：0120-094-777）となります。
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お知らせ 株式が「特別口座」に眠っていませんか？
1.「特別口座」について

2.「特別口座」にある株式の証券口座への振替方法

2009年1月に法令により株券の電子化が実施されましたが、その際、証券会社の口座に預けられていなかった当社株式については、
現在、三井住友信託銀行※にある「特別口座」で管理されております。
制度上、「特別口座」に管理されているままでは、株式は証券市場で売買することができない等の制約がございます。
ご所有の株式が「特別口座」で管理されている株主様におかれましては、証券口座への振替をお願いいたします。

3.単元未満（100株未満）株式の買増・買取制度のご案内

お問い
合わせ先

「特別口座」にある単元未満株式（1～99株）については、買取または買増をご請求いただくことも可能です。
ご希望の株主様は、三井住友信託銀行※にお申し出ください。

すでに証券会社に株式の取
扱いができる口座をお持ち
であれば、新たに開設いた
だく必要はありません。

◆ご所有の株式が「特別口座」で管理されているかご不明な株主様は、三井住友信託銀行※へお問い合わせください。

お心当たり
ございませんか？

証券会社に口座を
開設する。

三井住友信託銀行※に
振替用の請求用紙を請求する。

請求用紙に必要事項を
記入・押印して

三井住友信託銀行※に
送付する。

株式が「特別口座」で
管理されている

可能性がございます

これで手続きは
完了です。
証券会社の口座に
株式が振替わります。

お手元に株券がある（証券会社に株式を預けていない）

配当金のご連絡通知に記載されている株式数と、
証券会社に預けている株式数が一致しない

三井住友信託銀行
証券代行部

2012年12月末日まで 0120-176-417（土・日・祝日を除く平日9:00～17:00)
0120-782-031（土・日・祝日を除く平日9:00～17:00)
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

2013年1月以降

ホームページ

http://www.smtb.jp/personal/agency/request/index.html各種お手続き用紙の印刷

お心当たりが
ございましたら

※株式交換前に「パナソニック電工株式会社」の株式を所有されていた場合は「三菱UFJ信託銀行 証券代行部（0120-094-777：土･日･祝日を除く平日9:00～17:00）」にお問い合わせください。
　株式交換前に「三洋電機株式会社」の株式を所有されていた場合のお問い合わせ先は、上記と同じ「三井住友信託銀行 証券代行部」です。

下記の三井住友信託銀行※

のホームページから、お手
続きに必要な請求用紙をダ
ウンロードいただけます。
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FF式石油暖房機
ナショナル

探しています
大変ご迷惑をおかけしております。
謹んで深くお詫び申しあげます。

製を1985年
昭和60年

1992年
平成4年

このようなところで見つかっております
空家・別荘
事務所・集会所

ご高齢者宅・介護を受けられている方宅
屋外の物置・車庫内

その他に…◎納屋・農作業倉庫内◎ご実家・ご親戚宅
 ◎ガレージ◎押入れ　など

お問い合わせは、下記専用電話（フリーダイヤル）または、ご購入販売店もしくは最寄りのパナソニックのお店までお願いいたします。

FF式石油温風機

石油フラットラジアントヒーター

1985年（昭和60年）製
～1991年（平成3年）製

1989年（平成1年）製
～1991年（平成3年）製

OK-2525
OK-2526
OK-2535
OK-2536
OK-3525
OK-3526
OK-3527
OK-3535

OK-R500F
OK-R501F

OK-V501F
OK-U501AF

OK-R800C
OK-R800AC

OK-3536
OK-3537
OK-4020
OK-4030
OK-2526HA
OK-3527HA
OK-4020HA

OK-302B
OK-303B
OK-402B
OK-403B

1991年（平成3年）製
～1992年（平成4年）製

OK-R800C
OK-R800AC

対
象
製
品
品
番

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）左記時間以外につきましては、留守番電話にて受付させていただきます。

フリーダイヤル電話 フリーダイヤルFAX インターネット携帯電話・
PHSからも
ご利用できます

ご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの「個人情報」は
対象製品のお引取り、点検修理の目的以外には使用いたしません。

対象製品には屋外に給排気筒
があります

給排気筒

上記2機種に
つきましては
屋外に煙突が
あります

煙突

メモ

（左上）パナソニック エコロジーモデルハウス「エコイエ」
（右上）JR四ツ谷駅（パナソニック「LED照明器具」等納入）
（左下）パナソニック「カーナビステーション ストラーダ」装着イメージ
（右下）パナソニック「目もとエステ」使用イメージ

表紙について

［証券コード：6752］

2012年４月１日 -- 2012年9月30日
No.175 第106期  第2四半期ご報告
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スマートビエラ　WT5シリーズ
磨き抜かれた色彩美と躍動美。
FULL HD 3Dの臨場感。
無線LAN内蔵で、ディーガや
スマートフォン※1と
双方向連携。
ショッピングも楽しめる、
充実のネットサービス。

スマートディーガ　DMR-BZT830
新開発システムLSI

「新ユニフィエ」搭載で、
快適に操作できる。

※1：一部のスマートフォンではお楽しみいただけない場合もあります。ビエラが接続さ
れているホームネットワークにWi-Fi接続する必要があります。

※2：Android™スマートフォン（おサイフケータイ®FeliCaまたはNFCに対応機種）
に対応（一部機種を除く）。【エアコンのみiPhoneにも対応】

※3：確認可能な情報は、1日におけるエコナビ運転（エコナビ率）と扉の開閉回数（野
菜室、新鮮凍結ルームの扉は除く）です。

※4：｢パワフルコース｣ 使用時。

パナソニックのお勧め商品

トップユニット冷蔵庫　NR-F557XV
スマートフォン※2でタッチ。
エコが見える※3冷蔵庫。
取り出しやすく、たっぷり収まる

「ワンダフルオープン」
冷凍室・野菜室。

ななめドラム洗濯乾燥機　NA-VT8200L
スマートフォン※2でタッチ。
洗剤の種類まで覚える洗濯機。

「浸透ジェットシャワー」で
がんこな汚れも
しっかり落とす※4。
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※5：スチームは目に見えませんが、使用後に目もとの肌がしっとりうるおうことで確認ができます。

● ｢寝ながらエステ｣ とは、おやすみ前･おやすみ中に行うエステの総称です。

●パナソニックスマート「無線アクセス」機能のご利用には別売品が必要です。

別売品が必要です

目もとエステ　EH-SW50
寝ながらエステで、目もとに、ハリ感と明るさ。
じんわりスチーム※5とリズムタッチの集中ケア。
目もとにのせて約12分のエステ・タイム。

Let's note　AX2シリーズ
ノートパソコンからタブレットへ。
360°回転ディスプレイを採用。
重さ約1.14キロの軽量、
約18ミリの薄さ。
耐100キロ級のタフボディに、
第3世代CPUとSSDを搭載。

-P（ピンク）
-S（シルバー調）

ルームエアコン　CS-X403C2
スマートフォン※2で運転状況が確認できるエアコン。
エコナビが人を中心にムダなく暖める。

●Intel®、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Ultrabook™ は、
　アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
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