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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

復活に向けお客様価値創出に取り組みます
　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼
申しあげます。
　2012年度の当社グループの業績は、事業構造改革費用
の計上などにより、2年連続で大幅な当期純損失となりまし
た。このため、誠に遺憾ではございますが、2012年10月
31日に公表いたしました配当予想の修正のとおり、2012
年度の配当金を年間無配とさせていただきました。株主の
皆様には心よりお詫び申しあげます。
　このような状況からの回復を目指し、当社グループはこ
のほど、2013年度から2015年度までの3カ年の中期経営
計画「Cross-Value Innovation 2015」をスタートいた
しました。事業部を経営の基軸と位置づけ、4つのカンパニー
がこれを支える新たなグループ基本構造のもと、グループ
全体が一体となってお客様に向き合ってまいります。
　グループの総力をあげてお客様価値を高めることで、
一刻も早い復活を果たしてまいります。

取締役社長取締役会長
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2012年度の業績
　当社グループの2012年度の連結業績は、売上高が7兆
3,030億円（前年度比7%減）となりました。カーオーディオ、
車載電池など自動車関連商品の販売が好調だったものの、薄
型テレビや、ブルーレイディスクレコーダー、デジタルカメラ
などのデジタルコンシューマー関連商品※の悪化が大きく影響
し、2年連続の減収となりました。
　利益面では、営業利益が1,609億円（同268%増）と改善
しましたが、営業外費用として、ソーラー、民生用リチウムイ
オン電池、携帯電話事業などに関するのれん・無形資産の減
損損失などを含む事業構造改革費用を計上したこと、米国会

計基準に基づき、連結決算において繰延税金資産の取崩し（評
価引当金の計上）を行ったことなどから、当社株主に帰属す
る当期純利益は7,543億円の損失となりました。
　一方で、2012年度は新経営体制のもと、危機意識の共有
を図り、「本社機能・意思決定の仕組み改革」「課題事業の方
向づけ」「ビジネスユニット基軸の経営の推進」など、よりお
客様価値が生み出せる姿へとグループ全体で取り組んでまい
りました。

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
（2011年4月1日～2012年3月31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
78,462
41,620
36,842
437

△8,128
△7,722
△333.96
66,011
19,298
834.79

73,030
37,904
35,126
1,609

△3,984
△7,543
△326.28
53,978
12,640
546.81

国内（億円、構成比）
海外（億円、構成比）

（53％）

（47％）

（52％）

（48％）

2012年度
（2012年4月1日～2013年3月31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

パナソニックの復活に向けて
中期経営計画/2013年度事業方針

　当社グループは、2013年度から2015年度までの3カ年の中期経
営計画「Cross-Value Innovation 2015」をスタートいたしました。
この中期経営計画でやるべきことは、一刻も早く赤字事業を無くす
こと、同時に、しっかり将来を見据えて当社グループが力強く進ん
でいける道筋をつけることです。この2点に、不退転の決意で取り
組んでまいります。
　この中期経営計画では、2013年度純利益500億円以上、フリー
キャッシュ・フロー2,000億円以上、2015年度営業利益3,500億
円以上、営業利益率5％以上、フリーキャッシュ・フロー3年累計
6,000億円以上を目指します。

中期経営計画ロードマップ

赤字事業の止血
構造改革

2年で
完遂

2013年度 2014年度 2015年度

純利益
500億円以上
（営業利益2,500億円）

営業利益
3,500億円以上

各事業部 営業利益率5％に向けた収益改善

フリーキャッシュ・フロー累計6,000億円 以上
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　この目標の達成、そしてパナソニック復活に向けて重要
なのは、まず、個々の事業で強さを取り戻すことです。そ
こで、2013年４月には、9つあったドメインを発展的に解
消し、その傘下にあった88のビジネスユニットを括り直し
て49の事業部とし、これを「経営の基軸」と位置づけまし
た。事業部は、グローバルな開発・製造・販売の責任を負
うとともに、事業経営を通じて資金・利益を継続的に増や
す責任を負います。あわせて、新たに設置した4つのカン
パニー「アプライアンス社」「エコソリューションズ社」

「AVCネットワークス社」「オートモーティブ＆インダスト
リアルシステムズ社」で、事業部単独では難しい、大きな
事業展開や新規事業の創出、基幹デバイスの強化などに取
り組み、事業部の進化を支えてまいります。

　グループ全体の基本構造も大きく見直しました。ポイン
トは、事業部を基軸に、営業・地域、カンパニー、そして
コーポレート戦略本社・プロフェッショナル ビジネス サ
ポート部門が一体となってお客様に向き合う体制としたこ
とです。
　特に、BtoCのコンシューマー事業については、販売部
門を統括していたグローバルコンシューマー マーケティン
グ部門を発展的に解消し、カンパニーの事業担当が、地域
の販売部門まで含めた連結の事業責任を負う形といたしま
した。
　また、マーケットからの逆算による新しい事業創出を目
指して、各地域の営業部門や地域統括は、お客様の最も近
くにいる強みを生かし、地域の特性に応じた事業・お客様
の開拓に取り組んでまいります。

事業部制の導入

担当事業における
グローバルな開発・製造・販売の責任

「資金」「利益」を継続的に増加させる責任

88ビジネスユニット

49事業部
経営の基軸

4カンパニーで事業部の進化を支える

AP アプライアンス社

AVC AVCネットワークス社

ES エコソリューションズ社

AIS オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ社

グループの基本構造

取締役会 グ
ル
ー
プ
マ
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ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム
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ン
パ
ニ
ー

社長
コーポレート

戦略本社

営業
・ 

地域

プロフェッショナル
ビジネスサポート

部門

資
本
市
場
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（
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
、Ｂ
ｔ
ｏ
Ｇ
）

産
業
別
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Ｃ
）

お
客
様

 事業部 
 事業部 

コンシューマー事業担当

販売
プラット
フォーム

マーケットからの逆算で事業を創る

…
…

 事業部 
 事業部 
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①赤字事業の止血
　2015年度までに赤字事業をゼロとするべく、「誰に何を売
るのか」の視点に立った事業の見直し（転地）を中心に、抜
本的な改革を行ってまいります。
　テレビ事業では、重点市場の絞り込みや非テレビ展開を進
めるなど、流通・セット・パネルのトータルでの赤字解消を目
指します。半導体事業では、システムＬＳＩにおける富士通㈱
との事業統合の検討や、BtoC技術を生かした車載・産業分野
への事業構造の転換、資産圧縮を行います。このほか、携帯
電話、回路基板事業、光事業などでも、早期の赤字解消を図
ってまいります。

②脱・自前主義による成長・効率化
　事業価値の最大化、業務効率化に向け、外部パートナーと
も積極的に手を組んでまいります。
　具体的な取り組みの例としては、成長が期待される医療関
連事業では、パナソニック ヘルスケア㈱に外部資本を導入い
たします。医療分野のノウハウと資金リソースを持ち、事業
ビジョンを共有できるパートナーと組むことで、事業のさら
なる成長を目指してまいります。
　物流関連事業では、パナソニック ロジスティクス㈱の株式
の3分の2を日本通運㈱へ譲渡し、日本通運㈱が持つ強固な
ネットワークと高度なITシステムを生かして、サービスレベ
ルのさらなる向上、効率化を目指してまいります。

T o p M e s s a g e
トップメッセージ

「産業」のパートナーとお客様の「いいくらし」を拡げる
　事業部を基軸に、中期経営計画の重点施策として、以下の取り組みを進めてまいります。

医療関連事業
パナソニック ヘルスケア㈱への

外部資本導入

物流関連事業

サービスレベル向上
さらなる業務効率化

日本通運㈱
パートナー パナソニック

ヘルスケア㈱医療IT

血糖計

ライフサイエンス
機器

パナソニック ロジスティクス㈱

株式の3分の2を譲渡

2015年度赤字事業「ゼロ」で収益改善1,300億円
テレビ

構造改革費用：約2,500億円（2013～2014年度）

●重点市場絞り込み、非テレビ展開加速
半導体 ●転地、富士通㈱との事業統合検討、資産圧縮
携帯電話 ●BtoB事業への転地、BtoC開発効率化
回路基板 ●基材・半導体パッケージ事業への転地

光事業（ドライブ・ピックアップ） ●他社へ生産委託拡大、国内拠点再編
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　中期経営計画では、既存の枠組みを超え、異なる強みを掛け合わせるなかで、より大きな価値を生み出していくことが大きな
テーマです。こうした価値創出のアプローチを表すキーワードが「Cross-Value Innovation」です。事業部制による自主責任経営、
カンパニーによる大きな事業戦略と、この「Cross-Value Innovation」が真に機能することで、当社グループは世界に類のない
ユニークな会社として、力強く復活できると考えております。株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

④お客様からの逆算による成長戦略
　パナソニックが目指す姿は、お客様の「いいくらし」を追求し、
拡げていくことです。お客様のくらしに寄り添う「家電」を軸に、
住宅、社会、ビジネス、旅、自動車などさまざまな空間、領域
に「いいくらし」を拡げてまいります。ポイントは、デジタル
コンシューマー関連商品への依存から脱却することと、BtoBを
中心とする「空間のソリューション」へシフトすることです。
　各空間に密接にかかわる「産業」のパートナーと一緒にな
って取り組むことにより、お客様とより深くつながり、より大
きな貢献を実現したいと考えております。そして、新たに発
足したAP・ES・AVC・AISの4つのカンパニーを中心に、パー
トナーとなる大きな「産業」にしっかり向きあってまいります。
　こうした取り組みにより、住宅関連事業、車載事業では、
2018年度にそれぞれ事業規模2兆円を目指してまいります。

③財務体質改善
　フリーキャッシュ・フロー3年間累計6,000億円に向けて、
本業で利益を生み出すことを基本にしながら、設備投資の絞
り込みを行います。これに加え、全社プロジェクトで在庫削
減等の運転資金圧縮や資産売却などに継続的に取り組み、同
プロジェクトにおける当初計画の1,000億円を上回ることで、
ネット資金の黒字化への目処をつけてまいります。こうした取
り組みによって、2015年度には株主資本比率を25％以上ま
で高め、ROE（株主資本利益率）も10％以上を継続的に達成
できる姿を目指してまいります。

フリーキャッシュ・フロー6,000億円以上12年度
（実績）（億円）

ネット
資金

フリーキャッシュ・フロー累計6,000億円に向けて

▲6,433

15年度
（計画）

▲2,200
以内

利益

減価償却と
設備投資
の差

+2,700
キャッシュ・フロー経営
実践プロジェクト

+1,000
運転資金他

配当

パナソニックの目指す姿
「産業」のパートナーとお客様の「いいくらし」を拡げる

家電

AP

AVCES

AIS

美容
健康 自動車

住宅
産業 航空

流通
小売 公共

Your HomeYour Home

Your
Community

Your
Community

Your
Business

Your
Business Your

Journey
Your

Journey

Your CarYour Car

CloudCloudCloudCloud
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事業部の進化を支える4カンパニー

※他に、カンパニーに属さない事業部として、パナホーム㈱、パナソニック ヘルスケア㈱、システムLSI事業部があります。

特  集

アプライアンス社
エアコン事業部 冷蔵庫事業部 コールドチェーン事業部

冷機デバイス事業部 ランドリー・クリーナー事業部 キッチンアプライアンス事業部
ビューティ・リビング事業部 モータ事業部 スマートエネルギーシステム事業部

テレビ事業部 AVネットワーク事業部 DSC事業部
イメージング事業部 メディア事業部 ビジュアルシステム事業部
アビオニクス事業部 ITプロダクツ事業部 パナソニック プラズマディスプレイ㈱

パナソニック 液晶ディスプレイ㈱ セキュリティシステム事業部 コミュニケーションプロダクツ事業部
オフィスプロダクツ事業部 インフラシステム事業部 パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱

インフォテインメント事業部 電装システム事業部 エナジーデバイス事業部
パナソニック ストレージバッテリー㈱ 小型二次電池事業部 車載電池事業部

キャパシタ事業部 回路基板事業部 回路部品事業部
機構部品事業部 電子材料事業部 制御機器事業部

セミコンダクター事業部 パナソニック プレシジョンデバイス㈱ 光ピックアップ事業部
パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱ パナソニック 溶接システム㈱ パナソニック サイクルテック㈱

ライティング事業部 エナジーシステム事業部 ハウジングシステム事業部
パナソニック エコシステムズ㈱ エコソリューションズ社

AVC
ネットワークス社

オートモーティブ＆
インダストリアル

システムズ社
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①生活家電・美容家電のグローバル成長
　・ブラジル・インド・ベトナムに生産拠点を設立、　　

新興国事業拡大を推進
　・省エネ商品「エコナビ」や美容商品 「Panasonic 　　

Beauty」などの海外展開を加速

②設備事業の高収益事業基盤の構築
　・開発・製造・販売・サービス体制を構築し、
　　大型空調・コールドチェーンの事業拡大を加速
　・ビルトインキッチン・業務用調理機器や、家庭用　　

燃料電池の海外市場への展開

③デバイス事業の収益力強化
　・当社独自の技術を活用した差別化デバイスで
 海外市場や新規事業分野を開拓
　・デバイスを組み込んだモジュール（構成部品）の　　

提案推進で対外への販売強化

幅広い商品群でお客様価値を創造

　アプライアンス（AP）社では、家庭用エアコン・冷蔵庫・洗濯機などの生活家電、ドライヤー・マッサージチェアなどの美容・
健康家電、家庭用燃料電池、大型空調機器・冷蔵ショーケースなどの設備機器、コンプレッサー・モーターなどのデバイス
といった、さまざまな分野で事業を展開しています。BtoB事業と新興国事業の拡大を加速し、グローバルにより広い事業領域
で 「快適なくらし」「快適な社会」の実現を目指します。

アプライアンス社

事業概要

重点施策

暖房 エネルギー

空調

調理 デバイス

美容・健康 家事

コールドチェーン 給湯
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① 成長を支える基盤事業の徹底強化
　・〔日本〕国内事業のさらなる基盤の強化
　・〔海外〕AC&I （アジア・中国・インド）での事業の拡大

② エンジニアリング事業での新成長
　・エネルギーマネジメント事業における付加価値の拡大
　・エンジニアリング・サービス事業シフトへの強化
　・リフォーム事業の強化

③ 成長加速に向けた経営基盤構築
　・エネルギーマネジメントを中心とした
　　インキュベーションの加速
　・新機軸商品開発・事業化を加速するR&Dの強化
　・キャッシュ創出の加速
　・成長を支える人材育成の強化

快適でエコな住宅・非住宅空間を創造

　エコソリューションズ（ES）社は、水まわり設備、内装・外まわり建材といった住宅設備・建材、健康・快適を実現する換気・
空調設備、LEDをはじめとする照明器具・ランプ、電気の安全・安心を守る配電設備、太陽光発電システムなどのエネルギー関
連機器、そしてこれらの電気設備をつないで住まいのエネルギーを見える化し、賢く制御する「HEMS（ホーム エネルギー マネ
ジメントシステム）」など、快適でエコな空間を創造するさまざまなソリューションを提供しています。世界中の人々が、環境負
荷を軽減しながらも、快適に暮らせる住宅・非住宅空間の実現を目指します。

エコソリューションズ社

事業概要

重点施策

創蓄連携

V2H※3

クラウド
サーバー

外部連携

家電連携設備

建材

Passiveエネマネ※1 Activeエネマネ※2

※1： 遮光したり、自然光を利用する屋根材や断熱・遮熱に適した内装・外装材、外
気を効率的に利用する構造躯体などを活用することで、自然と調和し、自然の
力を生かすエネルギーマネジメントの意味。

※2：太陽光発電システムや蓄電池システム、LED照明などの省エネ機器や設備を導
入したり、それらの機器を連携させて賢く電力消費を制御するエネルギーマネ
ジメントの意味。

※3：Vehicle to Home （ビークル・トゥー・ホーム）の略。電気自動車（EV：
Electric Vehicle）などの蓄電池のエネルギーを家庭用電力として利用すること。
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①企業向けソリューション事業の拡大
　・官公庁・流通・交通等のお客様ニーズに合わせ商品

のカスタマイズや、運用・保守サービスまで含め
たシステムソリューションを提供

②消費者向け事業の収益力強化
　・地域特性に即したベストチャンネルミックスおよび

顧客ニーズに合致する商品の展開で、高付加価値商品
の販売を促進

③AVと情報通信技術の融合で新規事業創出
　・4Kタブレット：

当社最先端デジタル技術を駆使して、紙やディスプレイ
を超える直感的な操作環境を実現

　・スマートテレビ：
VIERAをネットに繋ぎ、サービス事業を展開
コンテンツと連動した新たなサービスを創出

AVと情報通信技術の融合でスマートな社会を実現

　AVCネットワークス（AVC）社は、デジタルテレビやブルーレイディスクレコーダー、デジタルカメラなどのAV分野から、
業務用パソコン、スマートフォン、セキュリティシステムなどの情報通信分野まで、幅広い商品を、消費者や企業向けに提供して
います。AVと情報通信技術の融合でお客様に直結するソリューションを提供し、クラウド社会におけるスマート社会の実現を
目指します。

AVCネットワークス社

事業概要

重点施策

超高精細・多人数使用で
新たなタブレット利用シーンを創造

4Kタブレット（2013年度事業化予定）

AV系 情報通信技術系

（特徴）
・20型、4K高精細（3840×2560）
・176°以上の広視野角
・sRGB色域100％カバーする新開発の液晶パネル
・20型ディスプレイサイズで、世界最薄・最軽量

（想定するお客様）
・カーディーラー
・建築設計事務所
・プロカメラマン
・医療関係など

（2013.5.15当社調べ）
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その他 車載分野

産業分野

豊富な「コア技術」と「幅広い事業領域」を生かした
BtoBソリューション提案で、お客様に貢献

ICT※分野

①車載分野：電装システムサプライヤとして成長
　・グローバルで事業構築・新規顧客の開拓
　・グループ連携の最大化による事業の拡大
　・協業・M&Aなど、社外リソースの積極活用

②産業分野：工場と社会インフラの価値向上に貢献
　・モノづくりソリューションの拡大
　・自動化／省人化ニーズを捉え、全世界のお客様に貢献
　・工場エネルギーマネジメントシステム分野で
　　省エネデバイスを拡大

③ICT※分野：選択と集中で収益基盤確立
　・高シェア・高収益商品の販売拡大
　・通信インフラ事業分野のさらなる強化
　・携帯端末向け商品のシェア拡大

自動車・産業インフラ・情報通信を支える

　オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ（AIS）社は、オートモーティブ関連事業（車載マルチメディア関連機器、環
境対応車関連機器、電装品等）、インダストリアル関連事業（電子部品、電子材料、半導体、光デバイス、一次電池、二次電池、
充電器、蓄電システム、電池応用商品・部材等）、マニュファクチャリング関連事業（電子部品実装関連システム、溶接関連シス
テム）、および自転車関連などを幅広く担当しています。ＢtoＢのビジネスを中心に、お客様への貢献を目指します。

オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ社

事業概要

重点施策

※ICT:情報通信技術
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2012年度 2011年度
単位：百万円

売上高 7,303,045 7,846,216

　売上原価 5,419,888 5,864,515

売上総利益 1,883,157 1,981,701

　販売費及び一般管理費 1,722,221 1,937,976

営業利益 160,936 43,725

営業外損益（△は損失） △559,322 △856,569

　受取利息 9,326 13,388

　受取配当金 3,686 6,129

　支払利息 △25,601 △28,404

　早期退職一時金 △38,437 △100,994

　その他 △508,296 △746,688

税引前利益（△は損失） △398,386 △812,844

法人税等 384,673 9,767
持分法による投資利益 7,891 6,467

非支配持分帰属利益控除前
当期純利益（△は損失） △775,168 △816,144

非支配持分帰属利益
（△は損失） △20,918 △43,972

当社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） △754,250 △772,172

2012年4月 1 日〜
2013年3月31日

2011年4月 1 日〜
2012年3月31日

2012年度
2013年

3月31日現在

2011年度
2012年

3月31日現在

単位：百万円

流動資産 2,494,083 2,877,765
　現金及び現金同等物 496,283 574,411
　定期預金 1,674 36,575
　短期投資 ー 483
　受取手形 56,752 73,044
　売掛金 905,973 963,202
　貸倒引当金 △23,398 △26,604
　棚卸資産 786,845 801,991
　その他の流動資産 269,954 454,663
投資及び貸付金 276,978 451,879
有形固定資産 1,675,428 1,762,558
その他の資産 951,323 1,508,853
資産合計 5,397,812 6,601,055

流動負債 2,599,159 2,879,504
　社債及び短期借入金 480,304 633,847
　支払手形 52,205 53,243
　買掛金 739,581 797,770
　その他の流動負債 1,327,069 1,394,644
固定負債 1,494,380 1,743,985
　社債及び長期借入金 663,091 941,768
　その他の固定負債 831,289 802,217
負債合計 4,093,539 4,623,489
当社株主資本 1,264,032 1,929,786
　資本金 258,740 258,740
　資本剰余金 1,110,686 1,117,530
　利益準備金 96,259 94,512
　その他の剰余金 673,604 1,441,177
　その他の包括利益（△は損失）累積額 △628,229 △735,155
　自己株式 △247,028 △247,018
非支配持分 40,241 47,780
資本合計 1,304,273 1,977,566
負債及び資本合計 5,397,812 6,601,055

（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います。
3.法人税等には、第2四半期における繰延税金資産の取崩額（評価引当金の計上額）が
　含まれています。

連結貸借対照表 連結損益計算書

（注） 2012年度より、金型の表示科目を棚卸資産から有形固定資産に変更したことに伴い、2011
年度の金額を組替え再表示しています。 12



AVCネットワークス

システムコミュニケーションズ

アプライアンス

エコソリューションズ

ビジネスソリューション事業が
堅調ながら、全体では減収

セキュリティ機器が好調ながら
携帯電話などが苦戦

エアコンが中国で苦戦、
冷蔵庫は好調

節電需要の高まりにより、
LED照明などが好調

当年度売上高

13,739億円
前年度比

20%減
当年度売上高

15,544億円
前年度比

1%増

当年度売上高

7,409億円
前年度比

12%減
当年度売上高

15,479億円
前年度比

1%増

テレビ、パネルは収益重視に転換。高付加価値機種の強化や
非テレビ用パネルへのシフトで収益性が改善。デジタルカメ
ラは需要変化や競争激化などから減収。
航空機内AVシステムや大型プロジェクター、耐久性に優れ
た法人向けタブレットなどのビジネスソリューション事業
が堅調。

節電需要を背景に、国内でLED照明やエネルギーマネジメン
トシステム商品が好調。
海外では、欧州市場が伸び悩むも、インドネシアのポンプや
中国の空気清浄機など、アジアでの事業展開が好調。

世界的に需要が伸び悩み、特に主力のエア
コンなどの売上が中国市場を中心に苦戦。
冷蔵庫は海外市場で前年度比二桁成長、店舗向けショーケー
スなども好調。キッチンアプライアンスも国内外で堅調。

監視・防犯カメラなどのセキュリティ機器が、商品力の強化や
国内外での大型件名の受注などにより好調。
国内スマートフォンの不振や欧州市場からの撤退などで、
携帯電話が苦戦。オフィス機器も低調。

オートモーティブシステムズ

北米・南アジアを中心に
市況が回復し、増収

エナジー

環境対応車向けは
好調ながら、全体では減収

デバイス

スマートフォン・タブレット向けが
好調ながら、全体では減収

その他

パナホーム、
ヘルスケア社が堅調

当年度売上高

7,829億円
前年度比 当年度売上高

13,614億円
前年度比

当年度売上高

5,923億円
前年度比 当年度売上高

14,428億円
前年度比

20%増 3%減

4%減 23%減

国内では、エコカー補助金による車両販売台数増などによ
り、ディーラーオプションでのカーナビゲーションシステム
が堅調。

パナホームでは、「パナホーム スマートシティ」の展開などによ
り、戸建分譲売上が堅調。
ヘルスケア社では、血糖値測定システムが、次世代品への切り替
えにより売上を拡大。医科・電子カルテも市場の拡大を受け好調。
前年度に実施した三洋電機関連の事業譲渡の影響などにより、
全体では減収。

スマートフォンの小型化に貢献する狭ピッチコネクタ、タブレット
向け導電性キャパシタ、車載リレー・スイッチ、環境対応車向け
フィルムキャパシタが好調。
需要が減退したノートパソコン、デジタルカメラ向けデバイス
が振るわず全体では減収。

海外では、従来のカーオーディオにディスプレイやカーナビ
ゲーション機能がついた商品の売上が拡大。

リチウムイオン電池は車載用が好調ながら、スマートフォン
などデジタルコンシューマー商品向けが不振で売上減。
太陽光発電システムは、欧州が補助金制度の見直しなどから
低迷するなか、国内は補助金制度の追い風などにより好調。

2012年4月〜2013年3月セグメント別の状況について
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テレビ、パネルは収益重視に転換。高付加価値機種の強化や
非テレビ用パネルへのシフトで収益性が改善。デジタルカメ
ラは需要変化や競争激化などから減収。
航空機内AVシステムや大型プロジェクター、耐久性に優れ
た法人向けタブレットなどのビジネスソリューション事業
が堅調。

節電需要を背景に、国内でLED照明やエネルギーマネジメン
トシステム商品が好調。
海外では、欧州市場が伸び悩むも、インドネシアのポンプや
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世界的に需要が伸び悩み、特に主力のエア
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その他
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が堅調。
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り、戸建分譲売上が堅調。
ヘルスケア社では、血糖値測定システムが、次世代品への切り替
えにより売上を拡大。医科・電子カルテも市場の拡大を受け好調。
前年度に実施した三洋電機関連の事業譲渡の影響などにより、
全体では減収。

スマートフォンの小型化に貢献する狭ピッチコネクタ、タブレット
向け導電性キャパシタ、車載リレー・スイッチ、環境対応車向け
フィルムキャパシタが好調。
需要が減退したノートパソコン、デジタルカメラ向けデバイス
が振るわず全体では減収。

海外では、従来のカーオーディオにディスプレイやカーナビ
ゲーション機能がついた商品の売上が拡大。

リチウムイオン電池は車載用が好調ながら、スマートフォン
などデジタルコンシューマー商品向けが不振で売上減。
太陽光発電システムは、欧州が補助金制度の見直しなどから
低迷するなか、国内は補助金制度の追い風などにより好調。
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　世界では現在も、途上国を中心に、約13.2億人もの人たち
が電気のない生活を送っています※1。無電化地域の家庭の多く
では、照明に灯油ランプが使われていますが、人々はその煙に
よる健康被害や、火事の危険にさらされています。また、灯油
ランプは明るさが十分でないため、人々が夜間に活動する際に
大きな制約や危険を伴います。さらに、電気照明を利用できな
いために、医療や教育などの領域で課題が生じています。
　このような無電化地域のさまざまな課題の解決に寄与すべ
く、当社はソーラーランタンを、国際機関
やＮＰＯ／ＮＧＯ等に寄贈してきました。
ソーラーランタンは、昼間太陽の光で発電
した電気を電池に蓄えて夜間照明に使う
小型の照明器具で、健康被害や火事の危
険性もなく、使用に伴ってCO2は発生しま
せん。
　2012年3月に合計2,000台のソーラー
ランタンをカンボジアのＮＰＯ／ＮＧＯ等
に寄贈したところ、夜間の医療活動や教
育活動などに役立っているという報告をい
ただきました。この報告から、ソーラーラ
ンタンが社会課題解決に重要な役割を果
たしうることを確信して、10万台プロジ

ェクトを立ち上げました。
　プロジェクトの第1弾として2013年2月にはミャンマー向け
に3,000台、また、同年3月にはインド向けに5,000台を寄
贈。さらに、同年5月にはケニアの難民キャンプ向けに2,000
台を寄贈いたしました※2。
　今後も引き続き、当社の技術･製品を生かした活動を通じて、
途上国・無電化地域の社会課題解決に貢献してまいります。
※1 出所： 国際エネルギー機関“World Energy Outlook 2011”
※2 ミャンマー、インド、ケニア向けの寄贈には「コンパクトソーラーライト」（上掲写真） 

が使用されました。

「ソーラーランタン10万台プロジェクト」を開始

【カンボジアにおけるソーラーランタン活用場面】

保健センターでは、夜間の妊産婦健診や出産などが
安全に行なえるようになりました。

（提供： 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン） 

孤児院では、発電機を止めた後も夜間の自習が可能
になりました。

（提供： 公益財団法人School Aid Japan）

　当社は、創業100周年を迎える2018年までに、ソーラーランタンを世界
の無電化地域に合計10万台寄贈する「ソーラーランタン10万台プロジェク
ト」を開始いたしました。新興国・途上国において、さまざまな社会課題
の解決を図り、社会生活の改善と向上に寄与することを目的としています。

トピックス

コンパクトソーラーライト
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表紙にもパナソニックセンター大阪の写真を掲載しております。
（左上）パナソニックセンター大阪　エントランス
（右上）2F 私の新しいくらしを見つける LIFE STYLE Floor
（左下）1F 明日のくらしと街を考える SOLUTION Floor
（右下）B1F 住まいの設備ショウルーム LIVING Floor

“明日のくらしを提案する”
共創型ショウルーム
パナソニックセンター大阪  オープン

　当社グループはお客様価値創造に向けて、今まで以上にお客様と深くつ
ながることで、より良いくらしをつくり、よりよい世界に貢献していきたい
という思いを込め、「A Better Life　A Better World」の追求というメッ
セージを掲げています。その実現に向け、ブランド価値向上とパナソ二ック
ファンの拡大を図り、グループ全体を牽引するプラットホームとして「グ
ローバル情報受発信拠点」パナソニックセンター大阪をうめきた地区にオー
プンしました。
　くらしを軸に「美」「食」「楽」「住」をテーマとした商品体験やワーク
ショップ、セミナーを開催。お客様との対話を重ねることでお客様と共に
夢を実現。新しい価値を生み出し新しいビジネスを生み出していく、そんな

「お客様との共創の場」を目指し、進化し続けていきます。

ビジョンウォール

くらし01 安心して長く暮らせる家

ビューティアトリエ クリュスタ

シミュレーションスタジオ

アクセス

■住所 〒530-0011　大阪市北区大深町4番20号
 グランフロント大阪 南館 2階～地下1階
■Tel. 06-6377-1700
■ＵＲＬ http://panasonic.co.jp/center/osaka
■休館日：不定休
 （但し、地下1階リビングフロアは
 　水曜日・お盆・年末年始は休館）
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代表取締役会長
代表取締役副会長
代表取締役社長
代表取締役専務

常 務 取 締 役

取 締 役

常 任 監 査 役               
                         
監 査 役                   

役 員                                           

専 務 役 員
常 務 役 員

長榮　周作
松下　正幸
津賀　一宏
鹿島幾三郎
山田　喜彦
宮田　賀生
髙見　和徳
遠山　敬史
河井　英明
宮部　義幸
中川　能亨
吉田　　守
野村　　剛
宇野　郁夫（社外取締役）

奥　　正之（社外取締役）
大田　弘子（社外取締役）
吉岡　民夫

佐野精一郎
古田　芳浩
吉野　泰生（社外監査役）
畑　　郁夫（社外監査役）
高橋　弘幸（社外監査役）

報告事項 1.第106期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告､ 連結計算書類および計算書類
 　の内容報告の件
 　　本件は、上記内容を報告いたしました。
 2.会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 　　本件は、上記監査結果を報告いたしました。 
決議事項  
　第１号議案　 資本準備金および利益準備金の額の減少の件
 　本件は、原案どおり承認可決されました。
　第２号議案 取締役17名選任の件
 　本件は、原案どおり、取締役に松下正幸、津賀一宏、長榮周作、鹿島幾三郎、山田喜彦、宮田賀生、
 　髙見和徳、遠山敬史、河井英明、宮部義幸、中川能亨、吉田 守、宇野郁夫、奥 正之
 　の14名が再任され重任し、新たに野村 剛、吉岡民夫、大田弘子の3名が選任され就任いたしました。
 　なお、宇野郁夫、奥 正之および大田弘子は社外取締役であります。

期末配当について
　第106期期末配当につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきました。

鍛治舍　巧
原田　雅俊
Laurent Abadie （ローラン アバディ）

塩川　順久
石井　　純
Joseph Taylor （ジョゼフ テーラー）
伊藤　好生
大澤　英俊
中島　幸男

役員紹介

第106回
定時株主総会
決議ご通知

取締役 監査役 役 員

役 員

2013年6月26日付

西口　史郎
山根　健司
福井　靖知
藤原　克彦
柴田　雅久
高木　俊幸
宮井真千子
井戸　正弘
竹安　　聡
三村　乃久
榎戸　康二
Paul Margis （ポール マージス）

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 2013年3月31日現在
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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 東京・大阪・名古屋

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＞ 〒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

Stock Information 株式情報 2013年3月31日現在

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141,394千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） 101,244 4.12
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 82,259 3.35
日本生命保険相互会社 76,728 3.12
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 70,639 2.87
株式会社三井住友銀行 66,817 2.72
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 60,943 2.48
MOXLEY AND CO LLC 60,641 2.47
パナソニック従業員持株会 54,465 2.22
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
577,756名

所有者別分布
金融機関等
28.3％

外国法人等
25.3％

個人・その他
32.3％

その他国内法人8.3％

自己株式5.8％

※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。

※1 ニューヨーク証券取引所については、2013年4月22日をもって上場廃止しました。
※2 大阪証券取引所は2013年7月16日付で東京証券取引所に統合される予定です。

ナショナルFF式石油暖房機を
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。

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・倉庫内 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
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

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

1985年（昭和60年）製
～1991年（平成3年）製

1991年（平成3年）製
～1992年（平成4年）製

製
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