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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

事業の収益力を強化し、
次なる成長への手を打っていく
　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。
　当社グループは2013年度、事業部・カンパニー制を導入
し、中期経営計画「Cross-Value Innovation 2015」の達
成に向けて走り始めました。4つの重点施策である、①赤字
事業の止血、②財務体質改善、③脱・自前主義による成長・
効率化、④お客様からの逆算による成長戦略　を推し進め
るとともに、既存の枠組みを超えて異なる強みを掛け合わせ
る「Cross-Value Innovation」に取り組んだ結果、業績
回復とともに、復配を実現できました。その意味で「反転で
きた」と言えると思います。同時に、より大きなお客様価値
が生み出せる姿へと、グループ全体が変わりつつあります。
　2014年度は、残る事業構造改革を完遂し、各事業の収益
力を強化するとともに、次なる成長に向け手を打ってまいり
ます。そして中期経営計画の達成に向けて、攻勢を強めてま
いります。

1

010_0778501302606.indd   1 2014/06/09   12:07:19



2013年度の業績
　当社グループの2013年度の連結業績は、売上高が7兆
7,365億円（前年度比6%増）となりました。円安による増収
効果のほか、住宅関連事業で国内の消費税増税前需要を着実
に獲得し、さらに車載関連事業もグローバルでの市況回復を
背景に伸長いたしました。
　利益面では、営業利益が3,051億円（同90%増）と、赤字
事業の収益改善や固定費削減、材料費合理化などを受けて大
幅に改善しました。さらに、営業外費用として固定資産減損
損失などを含む事業構造改革費用2,074億円を計上する一方

で、年金制度変更に伴う一時益798億円やヘルスケア事業の
売却益787億円を営業外収益に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1,204億円となり、黒字転換い
たしました。
　また、業績・財務体質ともに着実に改善が進んだことか
ら、復配を実現し、連結業績に応じた利益配分の考え方に
沿って年間配当1株当たり13円（中間配当5円、期末配当8
円）とさせていただきました。

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
（2012年4月1日～2013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
73,030
37,904
35,126
1,609

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

77,365
38,979
38,386
3,051
2,062
1,204
52.10
52,130
15,482
669.74

国内（億円、構成比）
海外（億円、構成比）

（52％）

（48％）

（50％）

（50％）

2013年度
（2013年4月1日～2014年3月31日）
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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

中期経営計画達成の道筋をつけ 
成長戦略を仕込む

2014年度事業方針

　中期経営計画「Cross-Value Innovation 2015（略称CV2015）」
1年目の2013年度は、営業利益2,500億円以上、純利益500億円
以上を出して「復配」するという経営目標を大幅に達成するとともに、

「赤字事業の止血」「財務体質改善」「脱・自前主義による成長・効
率化」といった重点取り組みについても一定のメドが立ってまいり
ました。
　2014年度は、中期経営計画の2年目として「CV2015達成への
基盤を固める」年、そして「2018年の『新しいパナソニック』に
向けた成長戦略を仕込む」年と位置づけ、さまざまな取り組みを進
めてまいります。
　まずは、2014年度の経営目標である、売上高7兆7,500億円、
営業利益3,100億円をやりきり、「CV2015」の達成に向けた道筋
をつけてまいります。

事業部基軸で中期経営計画をやりきる
/成長戦略を仕込む

収
益
性

成
長

2013年度

1年 黒字化
復配 達成

2年 構造改革 完遂

中期

長期

営業利益5％以上  フリーCF6,000億円以上

事業軸での成長戦略

地域からの逆算による成長戦略

成長に
向けた投資

2015年度 中
期
経
営
計
画
達
成

新
し
い
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

2018年度2014年度

2014年度の位置づけ
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中期経営計画「CV2015」達成への基盤を固める

「新しいパナソニック」に向けた
成長戦略を仕込む

　2014年度にやるべきことの１つ目として、「CV2015」の達成に向けて「事業部基軸の経営」で、事業構造改革を完遂すると同
時に、各事業部の「営業利益率５％以上」の達成に向けた変革を加速してまいります。
　これまで、事業構造改革については、主要課題事業への対策を前倒しで打ってまいりました。2014年度は将来に向けて強い事
業体に変革していくための改革を進めてまいります。
　経営の基軸として2013年度より49事業部でスタートした「事業部制」については、１つひとつの事業の将来性をしっかりと見
極め、必要な対策を行ってきた結果、2014年度は43事業部でスタートいたしました。お客様に継続して貢献していくためにも、
各事業部は事業の立地を変える「転地」などの取り組みを通じて変化・進化を続け、収益性を高めてまいります。

　2014年度にやるべきことの2つ目は、2018年に向け
た成長戦略の具現化です。「家電」、「住宅」、「車載」お
よび新たに定義した「BtoBソリューション」、「デバイス」
を加えた5つの事業領域において、非連続な施策も含め、
収益を伴った成長を実現し、2018年度には売上高10兆
円規模の会社を目指してまいります。
　各事業領域での成長戦略は以下の通りです。

 家電事業
　アプライアンス社とAVCネットワークス社の家電事業
を一元化いたしました。これにより、アプライアンス社が
持つ世界各地域のお客様の生活への適応力や、AVCネッ
トワークス社が持つグローバル推進力やデジタル技術とい
った、両社の強みを結集し掛け合わせることで、競争力の
ある新たな家電事業を創り出してまいります。

2兆円

2018年に目指す売上構成

各事業領域で
収益を伴った成長を
目指す

2018年度（目標）
2.0
2.0
2.0

2.5
1.5

10兆円規模
デバイス
BtoBソリューション

車載
住宅
家電

強みを結集し新たな家電事業を創る

これまでの課題

スペック優先
イノベーション不足
日本市場偏重

…

新・AP社

旧・AP社

AVC社
家電事業

・生活研究による現地適応力
・メカとエレキのすり合わせ技術

・グローバル展開力
・デジタル／通信技術

テレビ・オーディオ・BDレコーダー・アクセサリー
海外コンシューマーマーケティングセンター

家電事業の一元化
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T o p M e s s a g e
トップメッセージ

 住宅関連事業
　日本では、成長が見込まれるリフォーム市場へ攻勢をかけてまいります。全国のショウルームをリフォーム対応に刷新し、新たな
お客様の獲得を目指すとともに、2013年10月に設立したパナホーム リフォーム㈱なども通じ、施主様への直接提案を強化してまい
ります。また海外につきましても、トルコの電設資材メーカー、ヴィコ  エレクトリック㈱の買収で獲得した販路を活用し、トルコ、
CIS※、中近東などで住宅関連事業の拡大を図ってまいります。

 デバイス事業
　これまでに培った幅広い事業領域でのソリューシ
ョン提案力をもとに、エナジーデバイスを中心とす
るコア技術の強みを活かして、小型化・集積化、モ
ジュール化・システム化が求められる産業分野を重
点的に攻略し、事業を拡大してまいります。

 車載事業
　車載電池では、米国電気自動車メーカー様向けの円筒形リチウムイオン電池に加え、角形リチウムイオン電池などでもお客様から
高い評価をいただき、受注が増加しております。これらについては機を逃さない投資を行い、積極的に事業を拡大してまいります。
インフォテインメント分野においても、当社が持つ最先端のデジタルAV・IT技術を投入したヘッドアップディスプレイやコックピッ
トシステムなどで他社との差別化を図ってまいります。

 BtoBソリューション事業
　大きな成長が期待できる業界・顧客に焦点を当
て、アビオニクスのように開製販一体となって顧客
に向き合う事業や、各地域にエンジニアリング会社
を設置し、地域ごと、顧客ごとに、さまざまな商材
を組み合わせ、最適なソリューションを提供できる
ような事業を新たに生み出してまいります。

2兆円

1.5兆円

2兆円

2.5兆円

※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。

重点顧客に最適なソリューションを提供

業界特化／エンジニアリング力強化

顧
客

事
業
フ
レ
ー
ム

航空・エネルギー・流通・リゾート・建設・官公庁…

新たな
事業の柱を創る

業界特化
一気通貫

エンジニアリング会社 物販
販社

アビオニクス
各地域に設置

事業部 事業部 他社 事業部

デバイス事業の方向性（車載除く）

エナジーデバイスを核に産業分野向けを拡大

立地悪化のICT※1分野から産業分野へシフト

※１：情報通信技術
※２：半導体デバイスの一つ。省エネ電源やLED照明の素子などに使用される。

デバイスの小型化・集積化

モジュール化・システム化

コア技術の強み

幅広い事業領域での提案力
×

「リチウムイオン電池」「GaN」※2
「センサー群」
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　2014年度は、中期経営計画「CV2015」の達成に向けた道筋をつけるとともに、2018年に目指す姿を見据えつつ、「成長力あ
ふれる、新しいパナソニック」をつくる、その戦略を具体化していく年として、グループ全体で「攻勢」を強めてまいります。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。

伸ばす領域を明確化し
経営資源を集中
　2018年「売上高10兆円規模」の実現に向け、
これまでの「事業軸中心」の経営に、お客様に
より近い「地域軸からの逆算」の視点を加え、
さらに進化させてまいります。具体的には、5
つの事業軸に、「日本」、中南米も含めた「欧・
米」、そしてアジア・中国・中東・アフリカか
らなる「海外戦略地域」の3つの地域軸を掛け
合わせた「５×３のマトリックス」で、どの領
域に経営資源を集中していくのかを明確にした
上で、成長戦略を描いてまいります。特に成長
余力が大きい海外戦略地域市場の攻略に向けて
は、4月より「戦略地域事業推進本部」を設置し、

「脱・日本依存」でこの市場の成長を取り込ん
でまいります。

取締役社長

：経営資源の重点シフトが
  必要な領域

家電

住宅

車載

BtoBソリューション

デバイス

日 本 欧・米 海外戦略地域

5つの事業領域×3つの地域で成長戦略立案

6
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アプライアンス

国内の消費税増税前の駆け込み需要や
円安による効果で増収
エアコン事業部は、中国、欧州で落ち込んだものの国内や
その他のアジア地域で伸び、堅調に推移。
ランドリー・クリーナー事業部は、アジアにおける洗濯機
の競争激化などにより伸び悩むが、円安の効果で増収。
キッチンアプライアンス事業部は、IHクッキングヒーター
や食器洗い乾燥機、炊飯器の売上が特に国内で好調。

ハウジングシステム事業部は、国内市場の活況を受け、システ
ムキッチンなどの水廻り設備や内装建材、外廻り建材が好調
に推移。
エナジーシステム事業部は、太陽光発電システムや配線器
具、分電盤を中心に売上増。家庭用エネルギーマネジメントシ
ステム商品も好調。
ライティング事業部は、国内ではLED照明の販売が拡大し、海
外では中国の住宅照明が好調。

テレビ事業部は、米国・中国における商
品の絞り込みなど利益優先の施策を受
け売上減。

セキュリティシステム事業部は、法人
顧客ニーズに応えた監視カメラなどの
商品・サービスが好調。

ITプロダクツ事業部は、欧州や国内で
法人向けノートパソコンの売上が伸長。

インフォテインメント事業部は、欧米・中
国市場のディスプレイオーディオ、国内
のカーナビゲーションが増販。
小型二次電池事業部は、米国電気自動
車メーカー向け動力用リチウムイオン
電池の納入が順調に推移し、売上増。

パナホーム㈱は、戸建請負事業において
太陽光発電パネルで屋根を構成した住
宅の販売を推進。分譲事業ではエネル
ギー自立を実現する街づくりの展開や大
型スマートマンションの竣工もあり、売
上は好調。
前年度に実施した三洋電機㈱子会社の事
業譲渡の影響などにより、全体では減収。

制御機器事業部は、ハイブリッド自動車、電
気自動車向け車載リレーや、工場の省エネ・
自動化に貢献する産業デバイスなどが伸長。

当年度売上高

1兆1,966億円
前年度比

10%増

エコソリューションズ

国内市場の活況を受け大きく増収
海外も中国・インドなどで伸長

当年度売上高

1兆8,466億円
前年度比

10%増

AVCネットワークス

事業の抜本改革に伴い、
全体では減収

当年度売上高

1兆5,734億円
前年度比

3%減

オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ

車載分野が好調、
産業分野も堅調で増収

当年度売上高

2兆7,376億円
前年度比

9%増

その他

パナホーム㈱が好調も、
事業譲渡の影響で減収

当年度売上高

9,580億円
前年度比

5%減

2013年4月～2014年3月セグメント別の状況について
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アプライアンス

国内の消費税増税前の駆け込み需要や
円安による効果で増収
エアコン事業部は、中国、欧州で落ち込んだものの国内や
その他のアジア地域で伸び、堅調に推移。
ランドリー・クリーナー事業部は、アジアにおける洗濯機
の競争激化などにより伸び悩むが、円安の効果で増収。
キッチンアプライアンス事業部は、IHクッキングヒーター
や食器洗い乾燥機、炊飯器の売上が特に国内で好調。

ハウジングシステム事業部は、国内市場の活況を受け、システ
ムキッチンなどの水廻り設備や内装建材、外廻り建材が好調
に推移。
エナジーシステム事業部は、太陽光発電システムや配線器
具、分電盤を中心に売上増。家庭用エネルギーマネジメントシ
ステム商品も好調。
ライティング事業部は、国内ではLED照明の販売が拡大し、海
外では中国の住宅照明が好調。

テレビ事業部は、米国・中国における商
品の絞り込みなど利益優先の施策を受
け売上減。

セキュリティシステム事業部は、法人
顧客ニーズに応えた監視カメラなどの
商品・サービスが好調。

ITプロダクツ事業部は、欧州や国内で
法人向けノートパソコンの売上が伸長。

インフォテインメント事業部は、欧米・中
国市場のディスプレイオーディオ、国内
のカーナビゲーションが増販。
小型二次電池事業部は、米国電気自動
車メーカー向け動力用リチウムイオン
電池の納入が順調に推移し、売上増。

パナホーム㈱は、戸建請負事業において
太陽光発電パネルで屋根を構成した住
宅の販売を推進。分譲事業ではエネル
ギー自立を実現する街づくりの展開や大
型スマートマンションの竣工もあり、売
上は好調。
前年度に実施した三洋電機㈱子会社の事
業譲渡の影響などにより、全体では減収。

制御機器事業部は、ハイブリッド自動車、電
気自動車向け車載リレーや、工場の省エネ・
自動化に貢献する産業デバイスなどが伸長。

当年度売上高

1兆1,966億円
前年度比

10%増

エコソリューションズ

国内市場の活況を受け大きく増収
海外も中国・インドなどで伸長

当年度売上高

1兆8,466億円
前年度比

10%増

AVCネットワークス

事業の抜本改革に伴い、
全体では減収

当年度売上高

1兆5,734億円
前年度比

3%減

オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ

車載分野が好調、
産業分野も堅調で増収

当年度売上高

2兆7,376億円
前年度比

9%増

その他

パナホーム㈱が好調も、
事業譲渡の影響で減収

当年度売上高

9,580億円
前年度比

5%減
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　パナソニックと三洋電機。かねてから、それぞれが特徴あ
る炊飯技術を開発し、自社の炊飯器に搭載してきました。
　パナソニックのコア技術「大火力おどり炊き」は、2つのIH
コイルを高速で切り替えて交互対流を生み出し、釜底全体か
ら連続して沸騰させることで、お米の一粒一粒を高温で均一
に炊き上げる技術。ハリとツヤがあるふっくらしたごはんを炊
けます。
　一方、三洋電機のコア技術「可変圧力おどり炊き」は、釜
の内部で加圧と減圧を繰り返してお米を底からかき混ぜ、芯
から加熱する技術。もちもちした甘みのあるごはんができます。
　この2つの技術を融合したのが、「Wおどり炊き」。お米に
ムラなく熱を伝えることで、従来品に比べ甘味成分を約
14%、もちもち感覚も約13%向上させました※。

パナソニックと三洋電機の技術を融合

特  集 Wonder商品のご紹介

炊飯器「Wおどり炊き」開発ストーリー
「理想のごはん」を目指し、炊いたお米は3トン以上

　当社はより良いくらしの実現に向けて、「Wonders! by Panasonic」という変革を牽引す
るキャンペーンワードを制定し、さまざまな空間・領域において、これまでにないワクワクや
ドキドキ、そしておどろきのある商品や技術、サービスをお届けしてまいります。今回は、当
社のWonderな商品をご紹介いたします。

※当社独自基準評価。従来品SR-SX102「大火力おどり炊き」において。数値は使用基準
（お米の銘柄・水の量）によって異なります。2つの技術を融合した「Wおどり炊き」

（写真は2014年発売の新製品「SR-SPX4シリーズ」）

　おいしいご飯を炊くために必要なのは、お米と水、そして火力。とりわけ炊飯器には、お米の一粒一粒をムラなく炊き
上げられる、火力や圧力の巧みなコントロールが求められます。当社が2013年に発売したスチーム＆可変圧力IHジャー

「Wおどり炊き」は、パナソニックと三洋電機の炊飯技術を融合した新開発の炊飯器です。お米の旨みや甘み、香りをより
一層引き出します。

9
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　2つの技術の融合に大きな役割を果た
したのは、当社の技術者・岡本大輔と
水谷幸二郎の2人でした。
　三洋電機時代から炊飯器の開発に携
わってきた岡本は、火力や圧力を制御
するソフトの作成を担当。双方の技術を
組み合わせた場合の加圧時間や加減圧
の回数などを最適化するために、1日に

10回以上ご飯を炊いては食べ続けました。炊いたお米は
合計で3トンを超えました。
　何度も検証を重ねた結果、「大火力おどり炊き」と「可
変圧力おどり炊き」の2つの技術を融合することで、最高
のごはんが炊けるようになりました。

　一方、炊飯器の設計を担当した水谷に課せられたのは、
炊飯工程も機構も全く異なる2台の炊飯器を1台に集約す
るという難題。2台分の機構の中核部品をフタの中に収め
る必要があり、従来の部品を使うと機構部分が大きくなり
過ぎるのです。
　通常の2倍以上の試作を行うなど、
ありとあらゆる方法を駆使することで、
小型化することができました。
　こうして出来上がった「Wおどり炊
き」は、発売以来、販売計画の150%
を超える売上を記録。そのごはんの味
は、お米のプロにも絶賛されています。 設計を担当した

水谷 幸二郎

1日10回以上ご飯を炊き、開発に奮闘

パナソニック
「大火力おどり炊き」
●高速交互交流により、米を高温で均一に炊き上げる。

三洋電機
「可変圧力おどり炊き」
●加圧・減圧を繰り返し、米をおどらせる。

「Wおどり炊き」
●それぞれのコア技術を1つに融合。

（イメージ図） （イメージ図） （イメージ図）

調理ソフトを担当した
岡本 大輔
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エンジン

オルタ
ネーター

回生エネルギー

メインバッテリー

アイドリングストップ
用鉛電池

12V エネルギー回生システム

ニッケル水素電池

電装品

電気エネルギー

大手自動車メーカー様のエコカーに
「エネルギー回生システム」を納入

　リチウムイオン電池と並んでハイブリッド車に多く使われる二次電池、ニ
ッケル水素電池。耐久性の高いこの電池を活用し、当社が開発したのが

「12V エネルギー回生システム」です。減速時に発生する電気を蓄電するこ
のシステムは、バッテリーの使用頻度が高いアイドリングストップ車に最
適。大手自動車メーカー様にも採用いただいています。

「12V エネルギー回生システム」（奥）と
車載用ニッケル水素電池（手前）

回生エネルギーの活用の流れ

「12V エネルギー回生システム」が搭載された、
日産自動車様「デイズ ルークス」※1と三菱自動車様「eKスペース」※2

　自動車が減速する際には、ブレーキを通じ運動エネルギーの大半が熱へと変換される一
方、その一部はオルタネータ―（車載発電機）を通じて電気となります。これが「回生エネ
ルギー」です。「12V エネルギー回生システム」は、この電気を無駄なく使うために開発さ
れました。
　このシステムには、当社独自の技術を用いた、高温耐久性の高い単一形ニッケル水素電池
10本を搭載しています。回生エネルギーを効率よく蓄電し、自動車の電装品に供給します。
　近年普及が進んでいるアイドリングストップ車にこのシステムを搭載することで、エンジ
ン停止時のエアコン利用などに回生エネルギーを効率よく再利用でき、燃費の向上が可能で
す。また、バッテリーの寿命延長にも貢献します。
　当社では、今後もさらなる高性能電池およびシステムの開発・商品化を加速し、グローバ
ルでの環境対応車用電池事業の拡大に取り組んでまいります。
※1 ターボ車を除く　※2 eKカスタム（カスタムT）を除く

特  集 Wonder商品のご紹介
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　ビジネスの現場は、オフィスだけとは限りません。建設
現場や工場、物流倉庫など、IT機器にとって過酷な現場
は数多くあります。当社は、そういった環境でも安定して
働く「堅牢パソコン」に注力しており、世界の堅牢パソコ
ン市場で12年連続シェア1位を確保しています。
　堅牢パソコンとは、ひとことで言えば「現場で『道具』
として働けるパソコン」。防滴・防塵性能はもちろん、落
としたりぶつけたりしても壊れず、振動にも耐える頑丈さ
が求められます。
　当社は早くからこのニーズに注目し、1996年に頑丈
ノートパソコン「TOUGHBOOK（タフブック）」シリー
ズの初代「CF-25」を発売。80cmからの落下実験をクリ

アし、しかも十分な性能を持ったこの機種は世界的に注
目を集め、アメリカ各州の警察などで幅広く採用されまし
た。以来、当社は堅牢パソコン市場をリードし続けており、
2012年には頑丈タブレット「TOUGHPAD（タフパッド）」
シリーズも市場投入しています。
　そして2014年2月、当社は「TOUGHPAD」シリーズ
に、新製品2機種追加を発表しました。5型液晶を搭載、
画面が濡れていても手袋をしたまま操作できる一方、3m
の落下にも耐える※頑丈さを持ち合わせた機種です。音声
通話機能も搭載し、IT機器と携帯電話という“2台持ち”
の煩わしさを解消します。
　ワイヤレスネットワークが急速に進化し、全てのものが
インターネットに繋がる時代が近づいています。そうした
中で不可欠なのは、厳しい現場でこそ真価を発揮するIT
機器。当社は今後も堅牢パソコン市場に注力し、ビジネ
ス現場にITの活力をもたらします。

成長する堅牢パソコン市場
世界の現場で「TOUGHBOOK」、「TOUGHPAD」が活躍

※当社技術実験室において、本体の6面それぞれに対し、コンクリート床への3m落
下を実施。

特  集 Wonder商品のご紹介

FZ-E1
(Windows Embedded 8 

Handheldモデル)

FZ-X1
（Android™モデル）
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トピックス

地方の村々を訪ねインドの生活用水を実態調査

インドで当社初のＬＥＤショウルームをオープン

インド市場への挑戦
新規ビジネスの事業化を目指し、インド事業開発センターが始動

　さまざまな可能性を秘めた巨大市場、インド。当社は2014年1月、首都デ
リー近郊のパナソニック インド本社内に「インド事業開発センター」を設立し
ました。
　インドには、多様な民族構成や州ごとに異なる行政・経済政策など、非常に
複雑で特殊な環境があります。現地の方々と接し、伝統や習慣からインフラの
状況までを知ってこそ、ビジネスチャンスは拡がります。そのインドで当社がさ
らに発展していくためには、既存事業に加え、さらなる新規事業の創出が欠か
せません。
　現在インド事業開発センターで取り組んでいるのは、「水ビジネス」「無電化
ビジネス」「遠隔ビジネス」「食関連ビジネス」の4テーマ。国土が広く、イン
フラや医療・教育などがまだ行き渡っていないという問題を、当社の技術や新
規ビジネスで解決しようというものです。
　たとえば、「水ビジネス」であれば、センター員が地方の村々を訪れ、1日の
水の利用状況や供給状況を現地の方にヒアリングしつつ、簡易試験キットで水
質を測定して回っています。水質を改善し、水資源を有効に活用できる方法を
見つけるため、実態調査に取り組んでいます。
　インド事業開発センターは、このような取り組みを進めていくことで、インド
でのビジネスチャンスを見出し、新しい「ビジネスモデル」や「事業」を創造
していきます。

　LED照明市場が拡大するインドにおいて、当社はムンバイにインド初の住宅用LED照明器具
のショウルームをオープンしました。統一されたデザインのもと、商品カテゴリーごとにLED
照明器具を見やすく展示。ご要望に合わせたあかりプランの提案サービスも行っています。

4つの領域

水
ビジネス

無電化
ビジネス

遠隔
ビジネス

食関連
ビジネス
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（左）ソチ冬季オリンピックで使用された当社機器
（右）パートナーシップ契約を交わす、トーマス・バッハIOC会長と津賀社長

（左）植林風景　（右）参加者の集合写真
大きく育つことを願いながらの植林活動。好天に恵まれ、さわやかな汗を
流しました。

ソチ冬季オリンピックをサポートし、
2024年までのパートナー契約も締結　

和歌山県「ながきの森」で
植林活動

　当社は4月、和歌山県田辺市の「パナソニック・田辺龍
神　ながきの森」で植林活動を実施。当社グループの社員
など約350人が参加し、常緑広葉樹を中心に約1,500本の
木を植えました。
　和歌山県は現在、企業や労働組合などに社会・環境貢献
活動の一環として森林環境保全に取り組んでもらう「企業
の森」構想を提唱しています。当社は住宅事業で多くの森
林資源を活用していることから、「緑」への恩返しを目指す
この活動に賛同しており、これまで8年にわたり、創業者・
松下幸之助の故郷でもある和歌山県で、のべ16haに約
32,000本植えました。
　当日には、地元の森林組合や自治体、NPOからご支援を
いただきつつ植林を行うとともに、地元の方々と交流しま
した。参加者からは「楽しみながら、環境や自然のことを
学び、考えることができました」と好評でした。

　当社は2014年2月に開催されたソチ冬季オリンピックに、
映像音響機器カテゴリーのTOP※スポンサーとして、フル
HD機器をはじめとする最先端のAV機器を納入し、大会運
営をサポートしました。
　競技会場と大会関連施設に、LED大型映像表示装置、音
響システム、放送機器、プロジェクターなど多数の機器を
納入し、中でもセキュリティカメラは夏季・冬季を通じて
過去最大の納入台数となりました。
　2014年2月6日、当社は国際オリンピック委員会（IOC）
と2024年までのオリンピックのワールドワイド公式パート
ナー契約を締結しました。2020年に開催される東京夏季オ
リンピックをはじめ、今後もTOPスポンサーとしてオリンピ
ックをサポートし、スポーツの感動を会場や全世界のご家
庭にお届けします。
※“The Olympic Partner”の略で、最高位のオリンピックスポンサーのことを意味します。

14

010_0778501302606.indd   14 2014/06/09   12:07:26



2013年度 2012年度
単位：百万円

売上高 7,736,541 7,303,045

　売上原価 5,638,869 5,419,888

売上総利益 2,097,672 1,883,157

　販売費及び一般管理費 1,792,558 1,722,221

営業利益 305,114 160,936

営業外損益（△は損失） △98,889 △559,322

　受取利息 10,632 9,326

　受取配当金 1,992 3,686

　支払利息 △21,911 △25,601

　早期退職一時金 △32,034 △38,437

　その他 △57,568 △508,296

税引前利益（△は損失） 206,225 △398,386

法人税等 89,665 384,673
持分法による投資利益 5,085 7,891

非支配持分帰属利益控除前
当期純利益（△は損失） 121,645 △775,168

非支配持分帰属利益
（△は損失） 1,203 △20,918

当社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） 120,442 △754,250

2013年4月 1 日～
2014年3月31日

2012年4月 1 日～
2013年3月31日

2013年度
2014年

3月31日現在

2012年度
2013年

3月31日現在

単位：百万円

流動資産 2,653,992 2,494,083
　現金及び現金同等物 592,467 496,283
　定期預金 ー 1,674
　受取手形 73,458 56,752
　売掛金 958,451 905,973
　貸倒引当金 △24,476 △23,398
　棚卸資産 750,681 786,845
　その他の流動資産 303,411 269,954
投資及び貸付金 271,804 276,978
有形固定資産 1,425,449 1,675,428
その他の資産 861,749 951,323
資産合計 5,212,994 5,397,812

流動負債 2,437,859 2,599,159
　社債及び短期借入金 84,738 480,304
　支払手形 200,363 52,205
　買掛金 736,652 739,581
　その他の流動負債 1,416,106 1,327,069
固定負債 1,188,697 1,494,380
　社債及び長期借入金 557,374 663,091
　その他の固定負債 631,323 831,289
負債合計 3,626,556 4,093,539
当社株主資本 1,548,152 1,264,032
　資本金 258,740 258,740
　資本剰余金 1,109,501 1,110,686
　利益剰余金 878,742 769,863
　その他の包括利益（△は損失）累積額 △451,699 △628,229
　自己株式 △247,132 △247,028
非支配持分 38,286 40,241
資本合計 1,586,438 1,304,273
負債及び資本合計 5,212,994 5,397,812

（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、固定資産の減損損失等が含まれております。また、2013年度
　には、年金制度変更に伴う一時益およびヘルスケア事業の売却益が含まれております。
3.2012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。

連結貸借対照表 連結損益計算書

（注） 2012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。15

010_0778501302606.indd   15 2014/06/09   12:07:26



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

Stock Information 株式情報

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

：
：
：
：
：

2014年3月31日現在

2014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141,496千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） 114,846 4.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 109,938 4.48
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 99,245 4.04
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 78,860 3.21
日本生命保険相互会社 72,892 2.97
MOXLEY AND CO LLC 52,660 2.14
パナソニック従業員持株会 51,606 2.10
住友生命保険相互会社 37,408 1.52
DEUTSCHE BANK AG LONDON 609 29,491 1.20
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
499,728名

所有者別分布
金融機関等
27.2％

外国法人等
33.2％

個人・その他
26.4％

その他国内法人7.4％

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。
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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 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

0120-782-031（土・日・祝日を除く平日9:00～17:00)フリーダイヤル

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・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

表紙について 当社とユネスコ世界遺産センターは、「世界遺産の保護に向けた意識高揚と保全」および「世界
遺産教育プログラムにおける次世代環境教育活動の促進」を目的に、2011年6月よりストラテジ
ックパートナーシップの契約を締結しております。
＜主な活動＞
●次世代教育
　『世界遺産エコラーニングプログラム』

　当社とユネスコ世界遺産センターが各国の世界遺産と協力し、こどもたちが実際に世界遺産に訪れ、
世界遺産や環境保全の大切さなどを学ぶ体験型環境学習プログラムを開催しております。

写真　①カンボジア  アンコール遺跡のバイヨン寺院　⑤京都  清水寺

●技術支援
　各国の世界遺産で白熱電球をLED電球に交換する活動を展開しております。
写真　②チェコ  プラハ城　③京都  清水寺　④岐阜  白川郷

①

④

②

⑤

③
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［証券コード：6752］
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