
財務ハイライト

　当社グループの第2四半期累計の連結売上高は、国内
売上は堅調に推移し、海外売上は、インフォテインメント
や二次電池を含むエナジーなどの車載事業が大きく成長
したことに加え、フィコサ社・ゼテス社の新規連結およ
び為替の影響もあった結果、3兆8,579億円（前年同期
比9％増）となりました。
　営業利益は、原材料価格高騰や先行投資による固定
費増加、前年の一時利益などの反動影響があったもの
の、インダストリアルなどの収益向上により、1,966億円

（前年同期比10%増）となりました。税引前利益は、
1,948億円（前年同期比8％増）となりましたが、親会
社の所有者に帰属する当期純利益は、前年に繰延税金資
産を再計上した影響などにより、1,189億円（前年同期
比11％減）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、2017年度において、経営資源を集中する分野
を明確にしながら増収増益を実現・定着させるための

「成長戦略」を推進してまいります。
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（注）各財務数値は国際財務報告基準（IFRS）に基づき表示しております。
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概　況

［証券コード：6752］

中間報告
2017年４月１日 -- 2017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111期の中間報告を
お届けいたします。
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　当社は、サプライチェーン、人物認証ソリューションの
欧州におけるマーケットリーダーであるゼテス・インダ
ストリーズS.A社（本社：ベルギー ブリュッセル、以下「ゼ

テス社」）の全株式を取得し、完全子会社化しました。
　これにより、当社は、注力するB2Bソリューション

分野の中の重点領域のうち、「製造」「物流」「流通」
において、倉庫などの自動化・省人化ソリュー

ションや工場から店舗までのサプライ
チェーン全体の在庫見える化・最適化を

実現するサプライチェーンソリューションを強化してい
きます。また、公共分野でのID発行などのセキュリティ対
策に貢献する人物認証ソリューションなどの地域展開も
期待できます。
　今後、ゼテス社のソリューションと、当社
のグローバルな顧客基盤、先端研究開発能
力、技術的な専門知識を統合、ソリューショ
ンやサービスを拡大し、グローバル化を進
めるお客様のニーズに応えていきます。

サプライチェーンソリューションで高いプレゼンスをもつ「ゼテス・インダストリーズS.A社」を完全子会社化

（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. 2017年度よりセグメント名称を「AVCネットワークス」から「コネ
 クティッドソリューションズ」に変更しております。

4. 2017年度より一部のセグメント区分を変更しております。2016
 年度のセグメント情報については、2017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。

中国、大連で車載用リチウムイオン電池新工場を開所

来年の創業100周年を機に、新製品『Creative！ SELECTION』を発表
　当社は今年8月、2018年の創業100周年を機に開発し
た新製品「Creative! SELECTION」13製品を日本市場に
向けて発表しました。IoTやAI、ロボットなど最先端技術
を駆使した製品を含め、進化した機能とデザインへのこ

だわりが特徴となっています。
　新たなマーケティングコンセプ
トは「Creative！毎日を、ちょっと
クリエイティブに。」です。共働き
世帯を中心に、これからの暮らし

にさらなる「ゆとり」「おいしさ」「健康」「心おどる体験」を
提案していきます。
　当社は今後、家電事業の次の100年に向け、不変の経営
理念と、『A Better Life, A Better World』のコンセプト
のもと、お客様へのお役立ちに努めてまいります。
　また、技術力・モノづくり力・デザイン力を高め
て製品を磨き、それらの製品を組み合わせるこ
とで、お客様の「より良いくらし」の実現を
目指していきます。

　当社は、中国における当社初の車載
用リチウムイオン電池の新工場を大連市に

開所しました。　　　　　　      　
　世界では環境意識の高まりを背景に、ハイブリッ

ド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車な
ど環境対応車の市場が年々拡大しています。当社は、創業
100周年にあたる2018年度に、車載電池のほかインフォ
テインメントシステムや先進運転支援システム、デバイス
も含めた車載事業全体で2兆円の売上を目指しています。

　こうした中、今回の新工場を、中国に
おける車載電池事業の中核の製造拠点
として成長させるとともに、グローバル
供給拠点として強化していきます。そし
て今後、日本・アメリカ・中国で
の生産体制を構築することで、
車載用リチウムイオン電池の
リーディングメーカーとして
さらなる成長を目指します。

再配達の削減に貢献する宅配ボックス（COMBOシリーズ）の品揃えを拡充
　近年、インターネット通販や共働き世帯の増加を背景
に、荷物の再配達の増加が社会問題となっています。そこ
で当社では、宅配便の再配達の削減に貢献する宅配ボッ
クス（COMBOシリーズ）の品揃えを拡充し、6月から受注
を開始しました。
　新発売の3種類のうち、アパート用は暗証番号式のため
鍵の交換が不要で、後付け設置にも対応しています。ま
た、戸建住宅用は住宅壁埋め込み専用で、家の中から郵便
物も宅配物も取り出せます。そのほか、洗練されたデザイ

ンのポスト一体型宅配ボックスも用意
しました。
　なお、福井県あわら市と共同で実施した、宅配
ボックスを活用した再配達削減の実証実験では、モニ
ター設置世帯におけ
る再配達率は、設置前
の約49％から設置後
の約8％へと大幅に減
少しました。
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2.8％

エコソリューションズ

売上高 2,875億円 前年同期比

5％増

セグメント
利益 22億円 利益率
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売上高 1兆3,430億円 前年同期比
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オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ

100m

中国や欧州で好調なエアコン、日本
やアジアで堅調に推移した冷蔵庫、
欧米やアジアで好調なデジタルカメ
ラなどの貢献により、売上高は増収。

原材料価格高騰などの影響を受けた
が、増販益などにより、セグメント利
益は増益。

スマートフォン向け実装機やパソコ
ンの好調に加え、ゼテス社の新規連
結などにより、売上高は増収。

メディアエンターテインメント事業
の機種構成良化やモバイルソリュー
ションズ事業などの増販益により、
セグメント利益は増益。

国内での販売が好調なハウジングシ
ステム事業、アジアにおいて増販に
転じた電材事業などにより、売上高
は増収。

ソーラーで事業構造改革費用を計
上した影響により、セグメント利益
は減益。

売上高は増収。

知財収入の寄与により、セグメント
利益は増益。

フィコサ社の新規連結に加えて、
インフォテインメントシステムや車
載電池、車載・産業向けデバイスの拡
大などにより、売上高は増収。

車載向け先行投資などの固定費増加
や、前年に一時利益を計上した影響
が大きく、セグメント利益は減益。

2017年4月1日〜2017年9月30日

セグメント情報



株式情報

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〉
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

：
：
：

2017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120,687千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
450,441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） 152,994 6.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 131,119 5.34
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 69,246 2.82
日本生命保険相互会社 69,056 2.81
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 43,138 1.75
パナソニック従業員持株会 42,707 1.74
MOXLEY AND CO LLC 42,496 1.73
住友生命保険相互会社 37,465 1.52
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7） 35,945 1.46
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 34,694 1.41

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
 https://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

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。

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

マイナンバーのお届出に関するお問合わせ先

［証券コード：6752］

中間報告
2017年４月１日 -- 2017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111期の中間報告を
お届けいたします。
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6.8％

自己株式4.9％
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