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　当社グループの第2四半期累計の連結売上高は、
国内売上は家電販売や車載向け事業が堅調であった
のに対し、住宅用太陽光発電システムの販売が苦戦
しました。海外売上は新規連結となったハスマン社の
売上が加わったほか、アジアにおける家電販売も好調
だった一方、円高による為替影響を強く受けた結果、
3兆4,955億円（前年同期比7％減）となりました。
　営業利益は、住宅用太陽光発電システム事業や
ICT向けデバイス事業の利益減少に加え、先行投資

としての固定費増加や為替影響により、1,446億円
（前年同期比28％減）となりました。当社株主に帰
属する当期純利益は、連結子会社の清算を決議した
ことに伴う繰延税金資産の追加計上（法人税等の減
少）等により、1,199億円（前年同期比8％増）と
なりました。
　当社グループは、2018年度に目指す経営目標の
実現に向け、2016年度を足場固めの年と位置づけ、
引き続きさまざまな取り組みを進めてまいります。
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当社株主に帰属する当期純利益
（単位：億円）
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（注）1. 2016年度2Q累計までの各財務数値は、米国会計基準に基づき作成されております。但し、当社は2016年度の年間決算から、国際財務報告基準（IFRS）を任意適用するため、各予想財務
数値は、同基準に基づき表示しております。

 2. 2016年度年間累計の予想値は、「親会社の所有者に帰属する当期純利益」（IFRS）を表示しております。

（注）２
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中間報告
2016年４月１日 -- 2016年9月30日

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110期の中間報告をお届けいたします。
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（注）1. 当社の事業を、内部経営管理と同期させたカンパニー毎のグロー
バル連結ベースで、セグメントに区分しております。

2. 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。

3. 2016年度より一部のセグメント区分を変更しております。2015
年度のセグメント情報については、2016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。

4. セグメント利益は、2016年度より従来の営業利益にかえて、営業
利益に、金融収支および為替差損益を除いた営業外損益項目等を
加えた数値を用いております。

売上高

1兆1,851億円 前年同期比

1％増

セグメント利益

715億円 利益率

6.0％

国内とアジアの家電販売が好調を
維持したことに加え、ハスマン社の
新規連結により、売上高は増収。

４Kテレビやエアコン等における
高付加価値商品へのシフトに伴う
収益性の向上等により、
セグメント利益は増益。

映像・イメージング事業が熊本地震に
より部品調達に影響を受けたことや、
コミュニケーション事業の海外販売
減少等により、売上高は減収。

前年同期に特需のあったソリューション
事業の反動に、熊本地震や為替影響が
加わり、セグメント利益は減益。

　当社は、今年4月、Hussmann Corporation（本社：米国ミズー
リ州、以下、「ハスマン社」）の全株式を所有するHussmann 
Parent Inc.（本社：米国デラウェア州）の全株式を取得し、子会社
化しました。
　ハスマン社は、創業以来109年にわたり米国の業務用冷凍・冷
蔵ショーケース市場で、トップクラスのシェアを誇っています。
また、米国にとどまらず、メキシコやオセアニアでも確固たるポ
ジションを有しています。
　今後は、省エネ・環境対応技術を強みに、日本および中国のコー

ルドチェーン業界でトップシェア
を有する当社と、米国のショーケー
ス市場で強い顧客掌握力と保守・
サービス力を持つハスマン社
とが力を合わせ、食品流通事
業をグローバルに拡大し
ていく考えです。

売上高

7,259億円 前年同期比

5％減

セグメント利益

209億円 利益率

2.9％

住宅用太陽光発電システム事業が、
国内市場の縮小や価格下落の影響を
受け、売上高は減収。

住宅用太陽光発電システム事業の
減販影響等により、
セグメント利益は減益。

　当社は、成長戦略の一つであるエイジフリー（介護）事業の
推進を加速させています。当事業は、長年培ったケア・ノウハウ
で、介護用品、サービス、住まいを通じて、介護を必要とする人たち
の暮らしをトータルでサポートするものです。
　2016年度には、ショートステイ付き在宅介護サービス拠点「エ
イジフリーケアセンター」を、全国に30拠点（累計32拠点）開設す
る予定で、すでに関東や中部、山陰、九州などで順次オープンさせ
ています。加えて、サービス付き高齢者向け住宅「エイジフリーハ
ウス」の新規開設も進め、2016年度には20拠点（累計45拠点）の
オープンを予定してい
ます。
　今後の超高齢社会に
不可欠な介護サービス
の提供を通じて、地域
コミュニティへの貢献
を目指します。

売上高

4,924億円 前年同期比

15％減

セグメント利益

257億円 利益率

5.2％

　当社は、リオデジャネイロ オ
リンピック・パラリンピックの

「開閉会式パートナー」として、大
会期間中にプロジェクター約
110台をはじめ、さまざまな放
送・業務用システムを納入したほ
か、映像を基軸としたシステムデ
ザインや設置、会場でのオペレー
ション、メンテナンスなどを含め

たトータルソリューションを提供しました。また、競技会場や大会関
連施設にもプロジェクター、放送用カメラ、放送機器、モニターテレ

ビ、LED大型映像表示装置など多数の機器を納入しました。
　　当社は、これからも“Sharing the Passion”をスローガン

に、最先端の技術とソリューションで、オリンピック・パラリン
ピックの感動を、会場だけでなく、全世界の人々にお届けし

ます。

売上高

2,615億円 前年同期比

4％減

セグメント利益

6億円 利益率

0.2％

売上高

1兆2,504億円
セグメント利益

651億円 利益率

5.2％

　近年、ドライバーの安全運転支援、交通事故低減に向け、自
動車へのADAS（先進運転支援システム）の搭載が進んでいます。

当社は、カメラやソナーなどのセンシング技術や画像処理技術をベー
スに、緊急自動ブレーキや自動駐車システム、自動運転技術などの
ADASの開発に注力しています。
　そのため、今年6月、実車走行試験・システム評価を行う車両試験場
を新設しました。
　これまで車両走行試験は、主に遠方のテストコースで実施していま

したが、横浜開発拠点に隣接
した当社敷地内に試験場を
保有することで、頻繁に走行
実験ができる環境が整いま
した。今後は開発スピードと
品質レベルをさらに向上さ
せ、積極的な受注・開発活動
につなげていきます。

アプライアンス

米国の大手業務用冷凍・冷蔵ショーケース
メーカーを子会社化

リオデジャネイロ オリンピック・パラリンピックで
当社の放送・業務用機器が活躍

エイジフリー事業で、
全国にサービス拠点を展開中

横浜開発拠点に車両試験場を新設、
先進運転支援システムの開発を強化

エコソリューションズ

AVCネットワークス

オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ

その他

100m

車載向け事業が伸長した一方、
インダストリアル事業の液晶パネル事業
縮小や、市場が停滞するICT向けデバイス
事業の減販等により、売上高は減収。

為替や減販影響に、先行投資による
固定費の増加等が加わり、
セグメント利益は減益。

売上高は減収。

パナホームにおける固定費増加の
影響等により、セグメント利益は減益。

前年同期比

10％減

32%18%

7%

13%30%

売上高
構成比

2016年4月1日〜　2016年9月30日
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Panasonic Corporation
1935（昭和10）年12月  〈創業1918（大正7）年3月〉
258,740百万円

※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

：
：
：

2016年9月30日現在

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132,073千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
503,914名

所有者別分布
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） 151,747 6.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 124,119 5.05
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 85,280 3.47
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 44,058 1.79
住友生命保険相互会社 37,408 1.52
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 35,367 1.44
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７） 31,074 1.26
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 30,607 1.24
松下不動産株式会社 29,121 1.18

金融機関等
30.6％

外国法人等
31.4％

個人・その他
25.7％

その他国内法人
6.9％

自己株式5.4％

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

株
式
情
報

主な支払調書
＊配当金に関する支払調書
＊単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に
関する支払調書

株式に関する
「マイナンバー制度」のご案内

株式関係業務における
マイナンバーの利用

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式
の税務関係のお手続きで必要となります。この
ため、株主様から、お取引の証券会社等へマイ
ナンバーをお届出いただく必要がございます。

マイナンバーのお届出に関する
お問合わせ先

法令に定められたとおり、支払調
書には株主様のマイナンバーを記
載し、税務署へ提出いたします。

証券口座にて株式を管理されている株主様
お取引の証券会社までお問い合わせください。

下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル　0120-782-031

証券会社とのお取引がない株主様


