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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

業績回復と
財務体質の改善で、
復配を実現
　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。
　当社は2013年度上期において営業増益を達成し、
当社株主に帰属する当期純利益でも前年度の7,000
億円近い赤字から一転、高水準の利益を上げること
ができました。そして、業績や財務体質の着実な改善
を受けて配当を再開、1株当たり5円の中間配当を実
施させていただくことといたしました。
　今後も引き続き、事業部基軸の経営を推し進め、4
月からスタートした中期経営計画「Cross-Value 
Innovation 2015」を着実に遂行してまいります。
　まず「一刻も早く赤字事業を無くす」ために、打つ
べき手を確実に打ち、抜本的な改革を加速してまいり
ます。同時に「しっかり将来を見据える」ための成長
戦略の構築と具体的な仕込みを本格化させ、２０１５
年以降の「次の成長」にも備えてまいります。
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当第2四半期累計の業績
　当社グループの2013年度第2四半期累計の連結業績は、売
上高が3兆7,063億円（前年同期比2%増）となりました。薄
型テレビをはじめとするデジタルコンシューマー関連の事業が
減収となった半面、車載関連事業が伸長、国内の住宅関連事
業も堅調に推移し、円安による押し上げ効果もあり、増収と
なりました。
　利益面では、全社を挙げた固定費削減や合理化に加えて円
安の影響などもあり、営業利益が1,466億円（同68%増）と
大幅な増益になりました。また、営業外収益として年金制度
変更に伴う一時益を計上したことなどから、当社株主に帰属

する当期純利益は1,693億円（前年同期は6,852億円の赤字）
となり、第2四半期累計としては3期ぶりに黒字転換しました。
また、ネット資金については、この6カ月間で1,220億円良化
しております。
　さらに下期には、円安の影響や住宅・車載関連事業の伸び
に加え、パナソニック ヘルスケア㈱の株式譲渡益計上も見込
めることから、通期業績予想については、売上高を当初予想
比2,000億円増の7兆4,000億円、営業利益を同200億円増
の2,700億円、当社株主に帰属する当期純利益を同500億円
増の1,000億円に上方修正いたしました。

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）

2012年度 第2四半期累計
（2012年4月1日～2012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
36,382
18,782
17,600
874

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

37,063
17,873
19,190
1,466
2,074
1,693
73.25
53,432
14,670
634.60

国内（億円、構成比％）
海外（億円、構成比％）

（52）

（48）

（48）

（52）

2013年度 第2四半期累計
（2013年4月1日～2013年9月30日）
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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

事業部の変化・進化
　2013年4月から事業部制に移行して半年が過ぎました。各事業
部が、開発・製造・販売の全ての責任と、資金・利益を継続的に
増加させる責任を持つ「自責」の考え方が浸透しつつあり、意思
決定の迅速化やモチベーションの向上が、事業の現場で見られるよ
うになってきました。
　また、個々の事業の状況を「見える化」した結果、以前より事
業部同士が競い合う姿となり、同時に事業課題をタイムリーに把握
して必要に応じ本社で手を打つ、といった対応が素早くできるよう
になりました。
　事業部が変化・進化する姿こそ新しいパナソニックを創る、とい
う考えのもと、今後、競争力のある事業部はさらに大きな事業部
へ進化・成長してまいります。その一方で、将来が描けない事業
部については、他の事業部に統合される、あるいは他社の出資を
仰いで当社グループ外に出る、ということも出てまいります。
　これらを通じて、パナソニック全体が常に変化し、前に進んでい
く、という姿を目指してまいります。

事業部制スタートから半年

意思決定の迅速化
現場のモチベーション向上

競争力のある事業は伸ばす
将来が描けない事業は統廃合

全て「自責」

事業部同士競い合う姿
事業課題への迅速な対応

個々の事業の見える化
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事業変革に向けて中期経営計画を着実に遂行

　中期経営計画で掲げた主要赤字5事業については、計1,300億
円の赤字削減を目指して右図のような取り組みを進めました。しか
し、収益改善の進捗にはまだバラツキがあり、下期には、さらに
抜本的な改革を加速してまいります。

　テレビ・パネル事業についてはプラズマディスプレイパネル事業
を終息させることとしました。これまで、再生に向けてあらゆる手
を打ってまいりましたが需要縮小が止まらず、2013年12月をもっ
てパネル生産を終了、今年度中をメドに事業全体を終息いたしま
す。
　また、価格競争が激しく、赤字幅の大きい米国・中国市場では
当社の強みが発揮できる流通チャネルに絞り込み、特に米国では
工場直販のビジネスモデルにシフトします。あわせて体制のスリム
化・効率化も徹底し、製造・販売コストを大幅に削減いたします。
　これらの改革により、2015年度までの赤字解消にメドが立つも
のと考えております。

　加えて、この上期に業績悪化が顕著となった、エアコン事業と
デジタルスチルカメラ事業を新たなグループの課題事業と位置づ
け、必要な手を打ってまいります。
　エアコン事業は、中国事業の悪化や円安により、今年度赤字に転落する見通しです。中国における流通在庫の適正化、顧客起点
から商品づくりを見直すことや、製・販連携の加速による大型空調の強化を進め、年内に再建のメドをつけてまいります。
　デジタルスチルカメラ事業は、コンパクト市場の縮小で赤字拡大の見通しです。自社開発のミラーレス一眼などの高付加価値ゾー
ン特化による固定費圧縮、通信・４K技術※3を活かした新カテゴリー創出や光学デバイスの外販拡大に取り組み、2014年度の黒
字化を目指してまいります。

下期の重点取り組み①　課題事業の構造改革

上期における主要赤字5事業の取り組み
中期目標：1,300億円の赤字改善

収益改善の
進捗にバラツキ

抜本改革を
加速

テレビ・パネル

半導体

携帯電話

回路基板
光事業

（ドライブ・ピックアップ）

●原価・モノづくり改革
●パネルの非テレビ用途展開
●車載/産業市場への転地
●アセットライト化推進
●BtoCスマートフォン新製品開発休止
●他事業への技術リソースシフト

●転地/既存事業の方向性見直し

●国内拠点再編を完了
●他社への生産委託拡大

抜本改革を
加速

テレビ・パネル事業
プラズマディスプレイパネル事業

2013年12月末パネル生産終了

今年度中をメドに事業終息

2015年度 赤字解消にメド

2013年度営業利益　▲200億円※1

米国・中国 テレビ事業

チャネル絞り込み
米国は工場直販へ

オペレーションコスト大幅削減

2013年度営業利益　▲80億円※2

※1：パナソニック プラズマディスプレイ（株）　※2：現地の製販連結ベース（いずれも見通し）　

※3：画素数がフルハイビジョンの4倍の高画質技術
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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

　2013年3月の中期経営計画で掲げたとおり、私たちの目指す姿
は、当社が持つ「家電のDNA」を中核に置き、そこから様々な空
間・領域で、お客様の「いいくらし」を拡げていくことです。
　それぞれの空間・領域には重要な役割を担う「産業」があります。
その「産業」の中核企業と一緒になって「いいくらし」を拡げると
ともに、そこでつくり上げた「いいくらし」の提案を、新しい家電
を生み出す力にもしていきたいと考えております。

　全社を挙げて向き合う産業の1つが自動車産業です。現在、この
産業では電子化・電動化という大きな技術変化が起きており、こ
の流れを捉えることができれば当社の貢献領域を飛躍的に拡大で
きる、と考えております。
　具体的には、バッテリーシステム、コックピットシステム、様々
なセンサーやカメラなど総合的に提案するチャンスが広がってお
り、現在1台あたり数万円規模のビジネスが、10倍以上に膨らむ
可能性が出てきております。
　3月に掲げた2018年「車載事業2兆円」の実現に向けて、今手
掛けている事業の拡大で1.7兆円までの道筋は見えてきました。今
後は「安全・安心分野」などの領域も視野に、M&Aやアライアン
スも検討しております。

　なかでも、車載電池事業では当社は既に大手カーメーカー様5
社、10車種以上で受注を獲得しており、特に今般テスラモーター
ズ様と新たに2014年からの4年間で、約20億個の円筒形のリチウムイオン電池を供給することに合意しました。さらに、他のカー
メーカー様からも、新たな供給の打診を頂いております。
　こうしたご要望に対応するため、車載電池に対する現状の約130億円の投資計画に加え、約180億円を追加投資することを決定
しました。今後も、リスクを見ながらも機を逃さない投資を通じ、積極的に事業を拡大してまいります。

下期の重点取り組み②
次の成長に向けた戦略構築と仕込み

「車載2兆円」に向けて
電子・電動化による貢献領域拡大 AIS社※を中心に戦略策定

安心・安全分野などでの
M&A・アライアンス 等

非連続な取り組み

1台当たり 10倍以上に

1.7
兆円

2012
年度

（実績）

2018
年度

1.0 ●電動化（車載電池 等）
●電子化
  （センサ、カメラ、ディスプレイ 等）
●Tier1としての事業

既存事業の拡大

※オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社

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 CarYour Car

CloudCloudCloudCloud

Your
Business

Your
BusinessYour

Community
Your

Community Your
Journey

Your
Journey
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※2：独立国家共同体。ロシア、ベラルーシなどの旧ソ連の国が加盟する共同体。現在の正式な加盟国は9か国。

　住宅産業でも「エネルギー革命」という大きな技術変化が起こっており、当社が強みを持つ創エネ、蓄エネ、省エネ機器とエネ
ルギーマネジメントを組み合わせた展開の可能性が大きく拡がっています。さらに、パートナー様と手を組み、「スマートハウス化」
の流れを拡げることができれば、現在は1棟当たり2～300万円規模のビジネスを、倍増させることも可能だと考えております。

　こうしたことを踏まえ、2018年「住宅関連事業2兆円」への戦略推進を進めており、HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメン
ト・システム）関連事業などは既存事業の拡大で1.7兆円までの道筋が見えてきております。
　また、HEMSをあらかじめ組み込んだ「スマートハウス」も展開してまいります。その第1弾とも言える、パナホームの「カサート エ
コ・コルディス」は2013年４月の発売以降、売上が好調に推移しています。今後も、グループの総力を集めたHEMSの最先端モデル

をパナホームで構築し、それをショウケースとしてスマートハウスと
HEMS事業を拡大してまいります。
　また、当社は今般トルコの配線機器トップメーカーであるヴィコ
社を買収することを決定いたしました。アジアで強みを持つ当社と
中東・CIS※2地域で強みを持つヴィコ社の強みを掛け合わせ、配線
器具グローバルNo.1を目指してまいります。また同社の販売網や
ブランド力を活用し、照明や換気扇なども含めた住宅関連事業の
グローバル展開につなげてまいります。

　2018年の事業構成イメージとして、車載・住宅関連の２つの事
業は「売上高2兆円」を目指すと同時に、当社の中核事業である家
電事業についても2兆円規模を維持し、車、住宅、家電の３つでく
らしにおけるパナソニックのプレゼンスを高めてまいります。さら
にその上に、車載と住宅以外のBtoB事業を、高収益な事業の集ま
りとして積み上げてまいりたいと考えております。
　株主の皆様には、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。

取締役社長

2018年の事業構成イメージ

売上7.3兆円

2012年度（実績） 2015年度
1.9
1.1
1.0

3.4

2018年度
2兆円 家電

2兆円 住宅

2兆円 車載

BtoB
（住宅・車載以外）

営業利益率
5%

「住宅2兆円」に向けて
エネルギー革命による貢献領域拡大 ES社※1を中心に戦略策定

未参入分野・海外販路の
M&A・アライアンス 等

非連続な取り組み

1棟当たり 倍増に

1.7
兆円

2012
年度

（実績）

2018
年度

1.1
●HEMS関連
●リフォーム
●アジア・中国・インド 等

既存事業の拡大

※1：エコソリューションズ社
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特  集

プラハ城を彩るLEDの光
パナソニックの「ノスタルジック・クリア」※

※「ノスタルジック・クリア」は、「LED電球クリアタイプ」の欧州での製品名です。

　1000年の歴史を誇る世界遺産 プラハ城（チェコ共和国）。かつては神聖ローマ帝国の皇帝も暮らしたこの城をいま、
パナソニックが手掛けた約1万個のLED電球が彩っています。見た目や光は白熱電球そのままながら、長寿命や高い省エネ
性を誇る「ノスタルジック・クリア」です。
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　チェコの歴史的シンボルであるプラハ城では、長らくあ
かりとして主に白熱電球が使われてきました。プラハ城の
厳かな雰囲気を保つには白熱電球などのあたたかみのある
色が合うと考えられていたためです。
　しかし、寿命の短い白熱電球では、取り替えが頻繁に発
生して管理に人手を取られます。しかも、電気代などの費
用も重荷でした。そこで注目されたのが、2011年に欧州
で販売を始めた、当社の「ノスタルジック・クリア」だっ
たのです。

　LEDの光の色は、もともとは青。通常はLEDチップの上
部に取り付ける黄色い「蛍光体」という材料を通して、光
の色を変換しています。ただ、この方法では、上方向しか
光が通らず、白熱電球のように全方向に光を出すことはで
きません。
　当社はこの難問を、「蛍光体」を特殊な方法で透明な
基板に印刷するなどの独自のアイデアと技術でクリア。

全方向に白熱電球そっくりの
色を放つLED電球の開発に成
功しました。
　「ノスタルジック・クリア」
の見た目は、欧州で特に好ま
れる透明な白熱電球そのもの。
光の色も独 特のきらめきも
うり二つです。「LED電球では、
もともとの雰囲気を壊してしまうのではと不安でしたが、
実際には今までのクラシックな電球の雰囲気そのままでし
た」と、プラハ城の施設責任者 マルクスさん。しかもこの
LED電球は、環境面にも優れており、電気代や電球交換な
どの管理費用も削減できたそうです。
　「今までの電球の代わりになる素晴らしい製品」と喜ぶ
マルクスさん。「ノスタルジック・クリア」はこれからも、
プラハ城を訪れる年間数百万人の目を楽しませてくれます。

　そのプラハ城で、当社は、2013年6月に欧州市場対象
のLED電球新製品発表会を実施しました。2015年度には、
LED電球およびデバイスの販売で今年度の約3倍の1億
5,000万ユーロを目指し、LED電球の販売を加速いたし
ます。

（左）白熱電球 （右）ノスタルジック・クリア

プラハ城施設責任者
マルクスさん

長寿命、省電力。見た目は白熱電球そのもの
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　当社が洗濯機の製造を手掛け始めたのは、1951年のこと。アメ
リカ視察で洗濯機の普及ぶりを見た創業者 松下幸之助が、「主婦
を家事の重労働から解放する重要な製品」と開発を指示したこと
がきっかけです。1951年9月には、第1号となる「丸型撹

かく

拌
はん

式電
気洗濯機」が発売されました。

「主婦を家事から解放」を目指し、
第1号機を開発

洗濯機の製造台数が累計1億台を突破
　当社は2013年8月、洗濯機のグローバル生産累計1億台を達成しました。生産開始以来、62年を掛けての大台達成です。

1951年 1954年 1966年 1983年

撹
かく

拌
はん

式1号機 噴流式洗濯機 「うず潮」二槽式洗濯機 「愛妻号」マイコン制御
全自動洗濯機

パナソニック
洗濯機の
あゆみ

特  集

1960年代に大ヒットを記録した洗濯機「うず潮」の広告
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　1950年代後半の家電ブームの中、“三種の神器”（白黒
テレビ、冷蔵庫、洗濯機）のひとつとして、一躍人気商品
となりました。洗濯方式も撹拌式から噴流式、二槽式、全
自動へと進化を遂げ、1980年代にはマイコン制御の「愛
妻号」、1990年代には脂汚れの洗浄力を高めた「W滝洗い」
が、それぞれヒットしました。
　2000年代には、「縦型全自動洗濯乾燥機」「ヒートポン
プ乾燥式ななめドラム洗濯乾燥機」など、世界に先駆けた
商品を発売し続けています。2013年には、「泡洗浄」や「自
動槽洗浄」などを搭載した新商品も発売いたしました。

　大阪 十三工場で始まった洗濯機の生産は、1967年の
台湾を皮切りに、フィリピンやインドネシアなど東南アジ
ア各国へと拡大。1992年には中国での生産も始まりまし
た。2012年12月にはインド、2013年3月にはベトナム
の新工場で現地生産を開始。地域ニーズに沿った商品の
開発・販売に取り組み、海外生産台数は年間450万台を
超えました。

　当社は今後も独自の技術をさらに進化させ、地域ニーズ
に応える洗濯機をグローバルに提案していきます。

生産地も拡大、ベトナムでの生産もスタート

1993年 2000年 2005年 2013年

「W滝洗い」
全自動洗濯機

縦型全自動
洗濯乾燥機

ヒートポンプ乾燥式
ななめドラム洗濯乾燥機

最新型のヒートポンプ乾燥式
ななめドラム洗濯乾燥機

2013年3月稼働の
ベトナム新工場で生産された、

現地仕様の洗濯機
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「2013 Ene-1 GP SUZUKA」走行中の様子
「今、つたえたいこと」「2021年へのメッセージ」の
撮影を行う子ども達の様子

トピックス

「充電式EVOLTA」を動力源とした
EVレースが鈴鹿サーキットで開催

「きっと わらえる 2021」が　　
キッズデザイン賞を受賞

　当社が手掛ける東北復興支援プログラム「き
っと わらえる 2021」が、第7回キッズデザイ

ン賞（特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会主催）の
奨励賞（キッズデザイン協議会会長賞）を受賞しました。
このプログラムは当社の映像機材を被災地の小中学校に貸
与し、「今、つたえたいこと」「2021年へのメッセージ」の
2つをテーマに、それぞれ映像作品を制作してもらう試みで
す。「今、つたえたいこと」は撮影後、保護者、地域の方た
ちを学校に招き上映会を開催します。「2021年へのメッセー
ジ」はSDカードに映像メッセージを編集し震災から10年後、
再び皆で集まり見てもらう日の為に、タイムカプセルに封
入し学校へ進呈しています。これまでに13校・約5,000人
の児童、生徒、先生方が参加しました。

　当社のくり返し使える「充電式EVOLTA」を
動力源とした電気自動車（EV）でタイムを競う

「2013 Ene-1 GP SUZUKA」（主催：株式会社モビリティ
ランド）が8月、三重県 鈴鹿サーキットで開かれました。
当社はオフィシャルパートナーとして参加チームに「充電式
EVOLTA」と充電器を提供、優秀チームにパナソニック賞
を授与するなど、このイベントに協賛しました。
　レースは「充電式EVOLTA」40本を動力源として、参加
チームが独自に製作した一人乗りEVで競われ、中学生から
一般までの75チームが全国から参加。国際レーシングコー
ス1周（約5.8キロ）のタイムアタックを1回の充電で3回行
い、合計タイムを競いました。中には3回とも平均時速約
60キロで快走するチームもあり、「充電式EVOLTA」の長
持ち特性や潜在能力に参加者は大喜びでした。
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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

2013年度第2四半期 2012年度第2四半期

売上高 3,706,320 3,638,160

　売上原価 2,719,436 2,710,013

売上総利益 986,884 928,147

　販売費及び一般管理費 840,295 840,781

営業利益 146,589 87,366

営業外損益 （△は損失） 60,816 △366,037

　受取利息 4,831 5,146

　受取配当金 1,510 2,538

　支払利息 △11,884 △12,082

　早期退職一時金 △1,813 △14,483

　その他 68,172 △347,156

税引前利益（△は損失） 207,405 △278,671

法人税等 37,326 411,421
持分法による投資利益 3,096 2,618
非支配持分帰属利益控除前
当期純利益（△は損失） 173,175 △687,474

非支配持分帰属利益 （△は損失） 3,841 △2,304
当社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） 169,334 △685,170

2013年4月 1 日〜
2013年9月30日

2012年4月 1 日〜
2012年9月30日

2013年度第2四半期
2013年

9月30日現在

2012年度第2四半期
2012年

9月30日現在

流動資産 2,527,898 2,599,537
　現金及び現金同等物 458,570 443,899
　定期預金 32 27,469
　短期投資 － 461
　受取手形 78,521 81,340
　売掛金 891,593 909,674
　貸倒引当金 △23,466 △24,221
　棚卸資産 846,652 851,730
　その他の流動資産 275,996 309,185
投資及び貸付金 277,151 349,053
有形固定資産 1,619,447 1,728,015
その他の資産 918,731 923,146
資産合計 5,343,227 5,599,751

流動負債 2,500,770 2,745,975
　社債及び短期借入金 412,022 653,519
　支払手形 101,492 55,183
　買掛金 678,320 758,907
　その他の流動負債 1,308,936 1,278,366
固定負債 1,335,327 1,669,520
　社債及び長期借入金 569,729 908,135
　その他の固定負債 765,598 761,385
負債合計 3,836,097 4,415,495
当社株主資本 1,466,950 1,149,631
　資本金 258,740 258,740
　資本剰余金 1,109,836 1,117,480
　利益剰余金 939,194 838,951
　その他の包括利益（△は損失）累積額 △593,772 △818,519
　自己株式 △247,048 △247,021
非支配持分 40,180 34,625
資本合計 1,507,130 1,184,256
負債及び資本合計 5,343,227 5,599,751

（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.前年度の営業外損益の「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。

 3.前年度の「法人税等」には、米国会計基準に基づく連結決算上の繰延税金資産の取崩
額が含まれております。

（注） 前年度まで区分して表示していた「利益準備金」と「その他の剰余金」をまとめて「利益
剰余金」として表示しております。 12



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 東京・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

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

：
：
：

：
：

2013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141,424千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（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 115,396 4.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 109,602 4.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 88,308 3.59
日本生命保険相互会社 72,892 2.97
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 58,500 2.38
MOXLEY AND CO LLC 57,134 2.32
パナソニック従業員持株会 54,282 2.21
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
株式会社三井住友銀行 28,512 1.16

株式の状況
発行済株式総数
株主数

2,453,053,497株
527,730名

所有者別分布
金融機関等
27.1％

外国法人等
30.1％

個人・その他
29.0％

その他国内法人8.0％

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。

Corporate Data 会社概要 2013年9月30日現在
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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・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

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
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