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株主の皆様へ
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、
厚く御礼申しあげます。
ここに第109期の中間報告をお届けいたします。

　当社グループの第2四半期累計の連結売上高は、国内
売上は太陽光発電システムの販売減などにより減収とな
った一方、海外売上は円安による押上げ効果やBtoBソ
リューション事業などの伸長により増収となった結果、
前年同期比微増の3兆7,604億円となりました。
　営業利益は、事業の撤退・縮小による収益改善や構
造改革による事業構成の良化、高付加価値商品への

シフトなどにより、2,005億円（前年同期比13％増）
となりました。また、税引前利益は1,641億円（前年
同期比35％増）、当社株主に帰属する当期純利益は
1,113億円（前年同期比38％増）となり、大幅に増
加しました。
　今後も足元の経営環境を踏まえ、持続的な成長を見
込んだ事業展開を行ってまいります。
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（注）1.上記のセグメント情報には、セグメント間の取引が含まれております。また、連結決算上の「消去・調整」を記載していないため、連結業績合計には一致いたしません。
　　2.2015年4月1日付けで、一部の事業をセグメント間で移管しており、2014年度のセグメント情報については、2015年度の形態に合わせて組み替えたうえで前年同期比を算出して
　　　おります。

※ バーティカルソリューション事業：航空機内エンターテインメントシステム 等
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テレビ事業の販売絞り込みや中国の
市況悪化の影響を受け、売上高は減収。
白物家電や美・理容機器販売は、
国内を中心に好調に推移。 エコソリューションズ

売上高

営業利益

配線器具やブレーカなどの事業が
堅調に推移した一方、
太陽光発電システム事業が大幅な減収
となり、売上高は減収。

為替の悪化影響を増販効果がカバーし、
営業利益は増益。その他

売上高

営業利益

パナホームは増収となったものの、
全体としては事業譲渡の影響を受け、
売上高は減収。営業利益も減益。

オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ

売上高

営業利益

車載エレクトロニクスや液晶パネルが
堅調だった一方、一部事業の終息や
前年同期における一時需要増の反動が
影響し、売上高は同水準。

為替の良化影響に加え、
材料の合理化や固定費削減により、
営業利益は増益。

AVCネットワークス

売上高

営業利益

バーティカルソリューション事業※が
好調で全体を牽引したことに加え、
映像・イメージング事業も堅調に推移し、
売上高は増収。

バーティカルソリューション事業を
中心とした増販効果により、営業利益は
大幅な増益。

為替の悪化影響に加え、太陽光発電
システムの減販影響が大きく、
営業利益は大幅な減益。
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プロジェクター、4K液晶ディスプレイを
空間演出ソリューションに活用
　当社は、今年8月に米国ラスベガスで行われた歌舞
伎をテーマとした新しいエンターテインメントに特別協
賛し、当社製のプロジェクター計16台が、会場ホテル
内の巨大噴水に投影された世界最大級のウォータース
クリーンへのプロジェクションに使用されました。
　舞台は壮大なデジタルアートを組み合わせた新しい
歌舞伎作品となり、当社プロジェクターの強みである
鮮明な画像、高信頼性の貢献もあり、大成功を収めま
した。今回の取り組みは、AVプロジェクション技術が
エンターテインメントの可能性をいかに広げられるか
を証明したといえます。

　一方、交通広告の分野では、高画質・高精細の4K液
晶ディスプレイを活かし、東急電鉄様の渋谷駅および
二子玉川駅をはじめ、関東・関西の主要駅にて大型デ
ジタルサイネージシステムを構築しています。従来の駅
広告媒体と異なり、巨大で鮮明なディスプレイが駅利
用者の注目を集めています。
　今後、当社は国内外において、プロジェクターや4K
液晶ディスプレイを用いた空間演出ソリューションの提
案をさらに強化し、新たな市場を積極的に開拓してい
きます。東急電鉄二子玉川駅に設置されたデジタルサイネージ

Panasonic presents KABUKI Spectacle at Fountains of Bellagio 
– Koi-Tsukami – “Fight with a Carp”／歌舞伎の演目：鯉つかみ

©松竹株式会社

スペインの自動車部品メーカーとの協業を開始
　当社は、今年6月、フィコサ・インターナショナル
S.A.（本社：スペイン バルセロナ　以下、フィコサ社）
の株式の49％を取得し、協業を開始しました。
　フィコサ社は、自動車用サイドミラーではシェア世界
3位で、車載アンテナやギアシフトなど幅広く事業を営
む自動車部品メーカーです。
　両社は、今後の成長分野である次世代コックピットに
不可欠な『快適』『安全』の融合とさらなる進化を加速
させます。まずはシナジーの成果として、当社の保有す
る映像技術・ノウハウとフィコサ社の保有するミラー技
術・ノウハウを融合させ、快適で安全な運転をサポー
トする電子ミラー事業の早期立ち上げを図ります。将来
的には先進運転支援システム（ADAS）や車載テレマ
ティクスユニット※を通じたネットワーク型インフォテイ

ンメント・システムの分野でも
協業を拡大していきます。
※車載テレマティクスユニット：車両と車
両、車両と外部との無線通信を可能とする
通信ユニット

フィコサ社  ホセ・マリア・プジョル会長（中央）、ハビエル・プジョルCEO（左端）
当社  津賀社長（中央右）　他 当社幹部

インテリジェントスマート
ルームミラー（電子ミラー）



英 文 社 名
設 立 年 月
資 本 金

Panasonic Corporation
1935（昭和10）年12月  〈創業1918（大正7）年3月〉
2,587億4,048万円

※業績予想は、中間報告制作時点で入手可能な情報と、当社が合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、経済情勢、産業界・消費者の需要の変動、
為替相場の過度な変動、資金調達環境の変化などのさまざまな要因により、実際
の業績は予想と大きく異なることがありえます。

〒571-8501　大阪府門真市大字門真1006番地　TEL  06（6908）1121
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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://www.panasonic.com/jp/corporate/
 ir/stockholder/denshikoukoku.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

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132,162千株を保有しております。

株式の状況
発行済株式総数
株主数

2,453,053,497株
486,042名

所有者別分布
金融機関等
30.3％

外国法人等
32.8％

個人・その他
24.4％

その他国内法人7.1％

自己株式5.4％

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） 133,167 5.42 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 122,836 5.00 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 87,712 3.57 
日本生命保険相互会社 69,056 2.81 
パナソニック従業員持株会 43,476 1.77 
住友生命保険相互会社 37,408 1.52 
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 36,928 1.50 
STATE STREET BANK WEST CLIENT- TREATY 505234 32,950 1.34 
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 

株式情報 2015年9月30日現在
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インドネシアの小学校に
太陽光独立電源パッケージを設置
　当社は、エネルギーマネジメント関連事業を通じて、
世界の無電化地域に電力を供給する取り組みを行って
います。昨年は、インドネシア共和国の離島にある小
学校に太陽光独立電源パッケージ「パワーサプライコ
ンテナ」を設置したことに続き、今年は同国の山間部
にある小学校に同様のシステムを設置しました。この
国の離島や山間部は夜間、ディーゼル発電機による電
力供給があるものの、昼間は発電機が停止し電力が供
給されない半電化地域で、学校での電力使用には大き
な制約がありました。
　高性能で長寿命の太陽電池や蓄電池などで構成される

「パワーサプライコンテナ」の利用で、昼間の電力使用
を可能にし、こうした地域の教育環境の改善につなげ
ることができました。
　エネルギーマネジメント関連事業は、当社の中核事
業の一つです。今後、無電化地域に安定した電力の供
給を行うことで、電力インフラに課題がある国々での
より豊かで快適な生活の実現をサポートしていきます。

パワーサプライ
コンテナ設置に
喜ぶ子供たち


