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パナソニックについて

事業会社制への移行

当社は、それぞれの事業領域での競争力強化の一環として、2022年4月から、現在の「パナソニック株式会社」を持株会社とし、
その傘下に7つの新事業会社と、専門的な機能を担う新会社を配置する事業会社制へ移行します。持株会社の名称は「パナソニッ
ク	ホールディングス株式会社」とし、「パナソニック株式会社」の名称は、現在のアプライアンス社、ライフソリューションズ社、

※1	スマートライフネットワーク事業部から名称変更
※2	テスラエナジー事業部から名称変更

エナジー社
（社長  只信 一生） IS社  US社

エナジーデバイス事業部
モビリティエナジー事業部※２

エナジーソリューション事業部

インダストリー社
（社長  坂本 真治） IS社

メカトロニクス事業部
産業デバイス事業部
デバイスソリューション事業部
電子材料事業部

オートモーティブ社
（社長  永易 正吏） AM社

インフォテインメントシステムズ事業部
HMIシステムズ事業部
車載システムズ事業部
フィコサ・インターナショナルS.A.	

コネクティッドソリューションズ社
（社長  樋口 泰行） CNS社

パナソニック	アビオニクス㈱
プロセスオートメーション事業部
メディアエンターテインメント事業部
モバイルソリューションズ事業部
パナソニック	システムソリューションズ		ジャパン㈱

オペレーショナルエクセレンス社
（社長  佐藤 基嗣）

ハウジングシステム事業部
（事業部長  山田 昌司）

エンターテインメント＆コミュニケーション事業部※１

（事業部長  豊嶋 明） AP社

2021年10月1日付グループ体制

パナソニック
株式会社

社長執行役員
楠見 雄規

		持株会社　 		主な事業会社　 		社内分社　AP社 			設立のベースとなる2021年9月末時点の主なカンパニー

くらし事業本部
（本部長  品田 正弘）

中国・北東アジア社
（社長  堂埜 茂） CNA社

パナソニック	サイクルテック㈱

コールドチェーンソリューションズ社
（社長  片山 栄一） AP社  US社

ハスマン	㈱
コールドチェーン事業部

空質空調社
（社長  道浦 正治） AP社  LS社

空調冷熱ソリューションズ事業部
パナソニック	エコシステムズ	㈱

エレクトリックワークス社
（社長  大瀧 清） AP社  LS社

ライティング事業部
エナジーシステム事業部
スマートエネルギーシステム事業部

くらしアプライアンス社
（社長  松下 理一） AP社

キッチン空間事業部
ランドリー・クリーナー事業部
ビューティ・パーソナルケア事業部

スマートライフ家電事業部
住建空間事業部
コールドチェーン（中国）事業部
冷熱空調デバイス事業部
台湾事業部

コーポレート
戦略・技術部門

）（



パナソニック
株式会社
事業内容　くらしに関
するエレクトロニクス
メーカーとしての開発・
生産・販売・サービス活
動に関する事業
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パナソニックについて

中国・北東アジア社を中心とした、「くらし」領域を担当する新事業会社が
受け継ぎます。
事業会社制での円滑な事業運営に向け、2021年10月には現行のカン

パニー制を廃止し、バーチャルでの新体制をスタートします。

（ご参考）2021年9月末時点のグループ体制

※３	吸収分割承継会社として「パナソニック	コネクト株式会社」に社名変更し、傘下の事業を事業部として扱う予定（事業部名称は今後決定）

パナソニック エナジー株式会社 IS社  US社

事業内容　乾電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、蓄電システム等
の事業領域における開発・製造・販売活動に関する事業

エナジーデバイス事業部
モビリティエナジー事業部※２

エナジーソリューション事業部

パナソニック インダストリー株式会社 IS社

事業内容　電子部品、制御デバイス、電子材料等の開発・製造・販売活動に
関する事業

メカトロニクス事業部
産業デバイス事業部
デバイスソリューション事業部
電子材料事業部

パナソニック
オートモーティブシステムズ株式会社 AM社

事業内容　車載関連機器の開発・製造・販売活動に関する事業

インフォテインメントシステムズ事業部
HMIシステムズ事業部
車載システムズ事業部
フィコサ・インターナショナルS.A.	

パナソニック コネクト株式会社 CNS社

事業内容　航空・製造・エンターテインメント・流通・物流・パブリック分野
向け機器･ソフトの開発／製造／販売／sl／保守／サービス含むソリューショ
ンの提供に関する事業

パナソニック	アビオニクス㈱
プロセスオートメーション事業部
メディアエンターテインメント事業部
モバイルソリューションズ事業部
パナソニック	システムソリューションズ		ジャパン㈱※3

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
事業内容　パナソニックグループのガバナンス、モニタリング、オペレーション高度化支援についてのサービス提供活動に関する事業

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
事業内容　住宅設備・建材の製造・販売・施工活動に関する事業

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 AP社

事業内容　映像・音響・通信関連製品の開発・生産・販売・サービス活動に関する事業

コールドチェーンソリューションズ社
AP社  US社

空質空調社 AP社  LS社

エレクトリックワークス社
AP社  LS社

くらしアプライアンス社
AP社

中国・北東アジア社 CNA社

2022年4月1日付グループ体制（予定）

パナソニック
ホールディングス

株式会社
事業内容　パナソニックグループ
の経営戦略策定・ガバナンス、技
術・新規事業開発投資等に関連す
る活動	

※事業会社における各事業部は、2021年10月1日から変更ありません。

パナソニック	サイクルテック㈱

ハスマン	㈱
コールドチェーン事業部

空調冷熱ソリューションズ事業部
パナソニック	エコシステムズ	㈱

ライティング事業部
エナジーシステム事業部
スマートエネルギーシステム事業部

キッチン空間事業部
ランドリー・クリーナー事業部
ビューティ・パーソナルケア事業部

スマートライフ家電事業部
住建空間事業部
コールドチェーン（中国）事業部
冷熱空調デバイス事業部
台湾事業部

アプライアンス社  AP社

ライフソリューションズ社  LS社

コネクティッドソリューションズ社  CNS社

オートモーティブ社  AM社

インダストリアルソリューションズ社  IS社

中国・北東アジア社  CNA社

US社  US社

ハウジングシステム事業部

パナソニック
株式会社

コーポレート
戦略本部



21
Panasonic Annual Report 2021

パナソニックについて

事業会社制への移行
事業責任者メッセージ

くらし事業本部

オートモーティブ社

パナソニックらしさでモビリティ社会に貢献

当社は、「Heartmotive」※というスローガンを掲げ、カーメーカーやユーザーに寄
り添いながら、クルマと移動体験に新しい価値を提供し続けます。コネクテッド化、
自動運転・先進運転支援、カーシェア、電動化などCASEと称される技術革新や、人
のくらしや移動の変化が起きています。当社は車載事業の開発・製造で培った技術と、
グループ内の家電・住宅事業等の知見・ノウハウを結集し、モビリティ社会の発展に
貢献します。ユーザーの安全・快適な運転に効果的な情報を提供する「コックピット
統合ソリューション」や、クルマでの移動をより充実した時間にする「車室空間ソリュー
ション」などを提供していきます。環境課題には、クルマの電動化や軽量化に貢献す
る商材やリサイクル材料使用商品の拡大、事業活動におけるエネルギー削減や循環
型ものづくり等を推進し、「2030年パナソニック全事業会社CO2排出量実質ゼロ」は、
前倒しの達成を目指し取り組んでいます。

※		「Heartmotive」	:	「Heart」と「Automotive」を組み合わせた造語。いつの時代もどこにいても人は移動し、
出会います。私たちは人に寄り添い、一人ひとりにストレスフリーな移動を実現し、こころ動かす出会い
を創り続けたい。そんな思いを表現しました。

社長

永易 正吏
略歴
2014年		4月		オートモーティブ＆	

インダストリアルシステムズ社	
オートモーティブ営業本部		
本部長

2021年		4月		オートモーティブ社	社長
2021年10月	 	オートモーティブ社	

社長	CEO WEBサイト　https://www.panasonic.com/jp/corporate/am.html

本部長

品田 正弘

お客様の“くらしの質の向上”に貢献する会社

くらし事業本部は、家電、空調、照明、電気設備や冷凍冷蔵ショーケース等の業務
用機器など、住宅から店舗、オフィス、街にいたるさまざまな空間に対応した商品・
サービスを提供しています。日本のみならずグローバルに、特に中国・北東アジア地
域において、重点的に家電と住宅設備事業を展開しています。私たちは、創業以来
100年を超えて培った	「くらしの技術やくらしに寄り添うアイデアで人・社会・地球
を健やかにすること」を使命	（ミッション）に掲げ、新しい商品やサービスの創出に
加え、環境に配慮したモノづくりを追求することで地球環境へも貢献していきます。
例えば、空調や冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケースなどでは、当社が持つ、省エネや自然
冷媒などの技術でCO2排出量の削減を進めており、これは地球と共存するという、
お客様や社会のニーズにも応えるものであると思います。持続可能な社会の実現の
ため、人・社会・地球の視点でくらしの質の向上に貢献することで、くらしのパナソニッ
クとして、ブランド価値を上げていきます。

略歴
2017年		4月	 	エコソリューションズ社	

副社長
2019年		4月	 	アプライアンス社	社長
2021年10月	 	くらし事業本部	本部長　

CEO
WEBサイト　https://panasonic.co.jp/ap/corporate_profile/index.html
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パナソニックについて

エンターテインメント＆コミュニケーション事業部

お客様に常に新しい「感動と安らぎ」を提供し続ける

エンターテインメント＆コミュニケーション事業部では、テレビ、オーディオ、ビデ
オ、デジタルカメラ、ヘッドホン、インターホン、電話、ホームネットワーク等のAVC
商品をグローバルに展開しています。
私たちのミッションはエンターテインメントとコミュニケーションの力で人々に新

しい「感動と安らぎ」を提供することです。その実現に向け、世界最高水準の映像・音
響・通信で人と人をつなぎ、明日を創造し続けるプロフェッショナルであることを目
指します。強い想いと行動力で、魅力ある商品・ソリューションを生み出し、新しい
ライフスタイルの創造を実現してまいります。
私たちの強みである「映像・音響・通信」の力を今後も磨き続け、先進技術を取り入

れた新しい価値づくりを絶え間なく進化させるとともに、新たな領域にも積極果敢
に挑戦致します。
また、再生部材の活用・省梱包化・機器の低消費電力化等についても全力で取り組

み、循環型社会の実現に貢献してまいります。このような取り組みを通じ、社会そし
てお客様に貢献し続け、事業成長を目指します。

事業部長

豊嶋 明
略歴
2013年		4月		パナソニックAVC	

ネットワークスインド（株）	
社長

2020年		4月		アプライアンス社	副社長
2021年10月	 	エンターテインメント＆	

コミュニケーション事業部	
事業部長

ハウジングシステム事業部

「くらし」に寄り添い、人と社会に新たな価値を提供

今、建設業界を取り巻く環境は転換点を迎えています。カーボンニュートラルへの
対応・資源保全等の環境意識の高まり、人手・職人不足、DXの進展・働き方の変化に
よる人のくらし・価値観の多様化等、社会課題は急速に変化しています。これからの
企業は、社会課題の解決に向き合う事業でなければ持続的成長はできません。人々
のくらしと密接に関わっているハウジング事業は、多くの社会課題を解決できる可
能性があり、またその使命があると考えています。森林資源の保護やCO2を削減す
る素材・技術のノウハウを、パナソニックグループのくらし関連商材を含めた商品や
ソリューションとして提供し続け、SDGsにつながる持続性のある豊かな社会づくり
に貢献します。また、ハウジング事業は、今まで築き上げてきた	「技術」	や	「販売網」	
の強みを土台に、「エンジニアリング」	や	「デジタル」	を新たな強みに進化させること
でバリューチェーン拡大を図り競争力を高め、そして、住宅だけでなく非住宅、国内
に留まらずグローバルへお役立ちを拡げてまいります。これからもビジネスパートナー
様やお客様との共創を深め、人と社会に新たな価値を提供し続けていきます。

事業部長

山田 昌司
略歴
2013年		4月		エコソリューションズ社	

常務
2019年		4月		ライフソリューションズ社	

上席副社長
2021年10月	 	ハウジングシステム事業部	

事業部長 WEBサイト　https://panasonic.co.jp/phs/

当社は、それぞれの事業領域での競争力強化の一環として、2021年10月にはカンパニー制を廃止して新体制をスタート	
しており、2022年4月には事業会社制へと移行します。
ここでは、事業責任者が、新しい組織を紹介し、目指す姿についてご説明致します。

WEBサイト　 https://www.panasonic.com/jp/corporate/profile/segments.
html#entertainment

https://www.panasonic.com/jp/corporate/profile/segments.html#entertainment
https://www.panasonic.com/jp/corporate/profile/segments.html#entertainment
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パナソニックについて

事業会社制への移行
事業責任者メッセージ

インダストリー社

コネクティッドソリューションズ社

「現場」にイノベーションをもたらし、 
よりよい社会、持続可能な未来の実現に貢献

当社は、さまざまな課題を抱えるB2Bのお客様の	「現場」にフォーカスし、現場に
イノベーションをもたらすことでお客様の経営改革に貢献してまいります。新社名
のコネクトには、技術を「つなげる」ことで、お客様にさらなる付加価値を提供した
いという思いを込めました。お客様の現場のうち、例えば	「つくる」「運ぶ」「売る」と
いうサプライチェーンの現場では、労働力不足の一方、多様化する消費者ニーズに迅
速に対応するため、業務プロセスが複雑化し、経営課題となっています。このような
お客様の課題に対し、強いハードウェアにソフトウェアや最新のテクノロジーをつ
なげ、また我々がモノづくりで培った知見とノウハウをサービスやソリューションに
つなげることで、現場の最適化、生産性向上に取り組みます。2021年9月に完全子
会社化したBlue	Yonder社のAI/ML（機械学習）を活用したソフトウェアプラットフォー
ムを加え、この取り組みをさらに加速させます。現場のイノベーションは、お客様の
経営への貢献のみならず、廃棄ロスやエネルギーの削減などの社会課題の解決にも
つながります。当社は、お客様とともに持続可能な社会の実現を目指します。

お客様とともに困難な社会課題解決に取り組む

インダストリー社は、「多様なデバイステクノロジーでより良い未来を切り拓き、豊
かな社会に貢献しつづける」をミッションとして発足しました。
私たちは、工場の労働力不足解消に向けた省人化、IoT社会のデータ爆発に対応

する情報通信インフラの信頼性・安全性向上、モビリティ社会に向けた環境対応車へ
の移行の加速など、社会課題の解決が求められる領域に注力致します。
これまで培ってきたデバイスの技術開発力と知見を結集し、独自の材料・プロセス

技術に基づく「強いデバイス」と、「強いデバイスを核としたシステム」で、特長の際立
つ価値を提供してまいります。特に、「FAソリューション」「電子材料」「コンデンサ」を
3コア事業とし、お客様との共創を通じて、社会へお役立ちする領域の拡大を図ります。
また、地球環境問題の解決への貢献として、生産活動におけるカーボンニュート

ラルの実現、商品性能の進化を通じた環境負荷低減にも積極的に取り組みます。
これからもお客様に選ばれ続ける真のパートナーとして、今まで以上に社会の変

化を敏感に捉え、スピード感と強い使命感をもって、サステナブルで豊かな社会の実
現に貢献してまいります。

社長

樋口 泰行

社長

坂本 真治

略歴
1980年		4月		松下電器産業（株）入社
	 	92年に退社し、日本ヒューレッ

ト・パッカード社長、ダイエー社
長、日本マイクロソフト会長など
を歴任

2017年		4月		コネクティッド	
ソリューションズ社	社長

2021年10月	 	コネクティッド	
ソリューションズ社	社長	CEO

略歴
2013年		4月		オートモーティブ＆	

インダストリアルシステムズ社	
常務

2019年		4月		インダストリアル	
ソリューションズ社	社長

2021年10月	インダストリー社	社長	CEO

WEBサイト　https://www.panasonic.com/jp/corporate/cns.html

WEBサイト　https://www.panasonic.com/jp/corporate/industry.html



24
Panasonic Annual Report 2021

パナソニックについて

エナジー社

電池事業で培った強みを活かし 
豊かなくらしと環境が両立する持続可能な社会を実現

エナジー社は、日々の便利で快適なくらしを支える乾電池事業や、社会インフラを
支える産業用電池、車載用電池等のB2B事業をグローバルに展開しています。
近年、IoT社会の高度化とともに生活スタイルや豊かさの追求も多様化している一

方で、世界中が深刻な地球環境問題や自然災害の激甚化に直面しています。
エナジー社はこれらの環境問題にも真摯に向き合い、「安心」「安全」「低環境負荷」

という提供価値を最大化することで、豊かなくらしと環境が矛盾なく両立・調和する
持続可能な社会の実現に貢献します。そのために、これまでの電池事業で培ってき
た技術開発力や高い品質力といったエナジー領域の強みを活かして、環境車に代表
される「グリーン」と情報通信インフラに代表される	「デジタル」を中心とした分野に
注力し、事業活動を推進していきます。また、全社に先駆け2028年までにグローバ
ル自社工場のすべてで、カーボンニュートラルを実現します。未来を変えるために、
人類として、やるしかないという強い意志で、さらなるテクノロジーの進化にも全力
で取り組み、まだどこにもない新たな価値を創造してまいります。

社長

只信 一生
略歴
2019年		1月	 	パナソニック（株）	

コーポレート戦略本部	
経営企画部長

2020年		7月		インダストリアル	
ソリューションズ社	
副社長

2021年10月	エナジー社	社長	CEO
WEBサイト　https://www.panasonic.com/jp/corporate/energy.html




