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事業を支える機能別戦略

投下資本収益性を重視し、

キャピタルアロケーション方針による

財務規律を意識しながら、

中期戦略の取り組みを着実に推進

コロナによる社会変化がもたらす

事業機会への対応を強化

取締役
常務執行役員
CFO 

梅田 博和

資本政策の基本的な方針と中期戦略

当社は、資本政策の基本的な方針として、「投下資本収益

性」と「財務安定性」を重視しており、資本市場の期待収益率

を上回るリターンの継続的な創出を図るとともに、その収

益性向上に必要となる事業構造変革や成長投資を推進する

ための、強い財務基盤の構築に努めています。

「投下資本収益性」の観点では、中長期的に株主資本コスト

を上回るリターンの創出を図るべく、全社ベースでROE10%

以上の安定的な達成を目指しています。「財務安定性」の観

点では、純利益の積み上げによる株主資本の拡充に加え、

キャピタルアロケーション方針に則り、財務規律を重視した

取り組みを行っています。具体的には、投資、構造改革、配

当等に必要な資金は、原則、事業からのキャッシュ・フロー

（営業キャッシュ・フロー、事業入替）で対応することとして

います。ただし、成長機会を的確に捉えるため、M&A等に

よる一時的な資金需要については、中期的な資金バランス

を踏まえつつ、柔軟に対応していきます。

このような資本政策の基本的な方針の下、中期戦略の取

り組みの柱である事業ポートフォリオ改革では、全社的には、

個別事業の競争力強化に加え、財務の観点からバランスシー

トの効率化やキャッシュ・フローの改善にも注力しています。

そのため、カンパニー・事業部については、投下資本全体の

収益性を表すROIC（投下資本収益率）を、競合他社との差異

分析や、ポートフォリオマネジメント、投資判断の意思決定

等に活用しています。

もう一つの中期戦略の柱である経営体質の強化では、

2021年度に1,000億円の利益貢献を図るべく、人件費や間

接業務の削減、拠点集約等による固定費削減に取り組むと

ともに、構造的赤字事業への抜本的対策を進めています。

個々の取り組みが事業環境の変化を受けたとしても、CFO

として全体の進捗をコントロールし、収益改善効果の刈り取

りを着実に進めていきます。

2019年度を振り返って

業績・財務の状況

2019年度は、米中貿易摩擦による中国での投資需要低

迷や、新型コロナウイルスの感染拡大影響（コロナ影響）を

含む減販により、減収減益となりましたが、低収益体質か

らの脱却に向けた取り組み、すなわち事業ポートフォリオ

改革と経営体質の強化は進捗させることができました。
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具体的には、事業ポートフォリオ改革では、事業の競争力

強化に向けて、車載用角形電池事業および街づくり事業に

おけるパートナー企業様との合弁会社設立や、セキュリティ

システム事業における戦略的資本提携等、共創による取り

組みを推進しました。また、経営体質の強化では、固定費削

減により約200億円の利益改善効果を生み出すとともに、

半導体事業の譲渡や液晶パネル事業の生産終了の決定等、

構造的赤字事業の方向付けを行いました。

投下資本収益性の全社目標であるROEは、前年度から低

下し11.5％となりましたが、過去５年平均のROEは12.5％

となり、安定的に10％以上の水準を確保しています。

財務安定性の面では、純利益の積み上げにより、2019年

度末時点での株主資本は1兆9,983億円となり、株主資本（親

会社所有者帰属持分）比率も前年度の31.8%から32.1％に

向上しました。また、フリーキャッシュ・フローは、利益の減

ROE
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少分を、在庫削減による運転資金の圧縮、投資選別の徹底、

ならびに事業ポートフォリオ改革や資産売却等でカバーし

たことにより、前年度の＋103億円から＋2,242億円まで大

幅に良化しました。加えて、ネット資金も、パナソニックホー

ムズ社を非連結化したことに伴うリース債務※の減少もあり、

2019年度期初と比べ3,936億円良化し、-4,195億円（リース

債務除きでは-1,526億円）となるなど、財務体質も改善して

います。

株主還元については、純利益は前年比減となるも、配当

方針を踏まえ、前年度から据え置きの1株あたり30円の配

当を実施しました。

※ リース債務について

2019年度以降、IFRS第16号の適用に伴い、従来費用処理していた借手

リースについて、リース期間にわたり原資産を使用する権利である使用

権資産とリースの支払義務であるリース債務をそれぞれバランスシート

上に計上（リース債務は有利子負債として認識）
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財務基盤強化の取り組み

2019年度は、27年ぶりとなる外債（米ドル建無担保普通

社債）を発行し、投資家層の裾野が広い海外市場へのアクセ

スを図るとともに、国内債の発行により社債償還資金の一

部借り換えを行うなど、国内外の資本市場を活用し、資金調

達基盤の多様化・拡充を図りました。

また、円滑な資金調達に向け、社債発行時に加え、定期的

に債券投資家へのIR活動を行うとともに、格付機関とは、

収益性改善への対応・財務規律の考え方・中長期的な戦略

等についての議論を深めるなど、当社のクレジットストーリー

を伝える取り組みを強化し、その実現に取り組んでまいり

ました。

資金面では、コロナ影響が拡大し始めた2019年度期末に

かけ、金融経済環境の悪化リスク等への備えとして1兆円超

の現金・現金同等物を確保しました。加えて、2018年6月に

締結した総額7,000億円のコミットメントライン契約は未使

用のまま維持しており、十分な流動性を確保しています。

CFOメッセージ

2020年度の取り組みについて

重点取り組み

2020年度の業績については、コロナ影響に加え、事業ポー

トフォリオ改革による非連結化影響により、減収減益を見

込んでいます。コロナ影響については、6月以降、売上・利

益の両面で改善傾向となっていることを踏まえ、第２四半

期以降の緩やかな改善を想定しています。他方、航空、住宅

関連、自動車業界向け事業では、下期も影響が残るものと

考えています。

このような不確実性の高い事業環境ではあるものの、中

期戦略の取り組み、すなわち事業ポートフォリオ改革、再挑

戦事業と位置付ける車載事業の収益改善、および経営体質

の強化を着実に実行するとともに、コロナによる社会変化

がもたらす事業機会への取り組みも強化することで、収益

性を向上させ、利益を成長軌道に戻す取り組みを進めてま

いります。

事業ポートフォリオ改革については、引き続きパートナー

企業様との共創や戦略的資本提携を進めていきます。一方、

経営リソースの戦略的シフトを進めるため、キャピタルアロ

ケーション方針を踏まえつつ、成長に向けた投資も実施し

てまいります。具体例として、基幹事業に位置付ける現場プ

ロセス事業において、サプライチェーン・ソフトウェアの専

門企業であるBlue Yonder社への戦略的株式投資を実行し

ました。本投資により、現場プロセス事業において、これま

でのハードウェアに加え、ソフトウェアやコンサルティング

能力といったソリューション事業に必要な機能の強化や、安

定した収益基盤となるリカーリングビジネスの拡大を進め

るとともに、事業モデルの変革も加速し、その成果を追求し

てまいります。

車載事業の収益改善と経営体質強化の取り組みについて

は、CFOの立場から、引き続き進捗をしっかりとコントロー

ルしていきます。

車載事業は、これまでの大規模投資により売上成長は実

現したものの、利益成長に繋がらず、収益性の立て直しが急

務となっています。車載機器については、経営体質強化の

格付（2020年8月31日現在）

格付機関 長期 ［アウトルック］ 短期

格付投資情報センター A ［安定的］ a-1

スタンダード＆プアーズ A- ［ネガティブ］ A-2

ムーディーズ Baa1 ［ネガティブ］ ｰ

事業を支える機能別戦略
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取り組みを前倒しで実施しており、特に開発費については

2019年度をピークに減少に転じさせ、その他の固定費削減

も加速することにより、黒字体質への早期転換を図ってま

いります。車載電池においては、北米円筒形電池工場での

生産性向上により黒字化を定着させつつ、新技術の導入に

よりさらなる収益性の向上を図ります。また、2021年度に

向け増産投資を決定しており、今後も収益性を厳格に見極

めた上で、投資を判断していきます。

経営体質の強化については、固定費を中心としたコスト

削減の積み上げを図り、当初目論見を超える約300億円の

効果の刈り取りを行ってまいります。また、構造的赤字事業

の撲滅に向けた取り組みを推進し、半導体事業を中心に、

コロナによるマイナス影響を除いて150億円の利益改善効

果を創出します。これらの取り組みにより、2021年度には

1,000億円以上の利益貢献を着実に実現してまいります。

コロナによる社会の変化がもたらす事業機会については、

人々の外出抑制・リモートワークによるネットワーク需要急

増に伴う情報通信インフラ（基地局・サーバー等）への投資

拡大や、公衆衛生に対する関心増加、巣籠もり等による空質・

空調に関する需要拡大などが見込まれます。当社としても、

情報通信インフラ関連では、蓄電システムや導電性高分子コ

ンデンサ、空質・空調関連では、空気中の除菌・ウイルス抑

制に効く次亜塩素酸空間除菌脱臭機（ジアイーノ）、エアコン

など、関連する商品・サービスの開発や増産投資といった対

応策を進めてまいります。

キャッシュ・フロー創出の取り組み

2020年度は、利益の確保に加え、在庫・運転資金の改善、

投資の見極め等を推進するとともに、戦略的投資について

は事業ポートフォリオ改革・資産売却に伴う収入の範囲内で

実行することにより、純利益水準以上のフリーキャッシュ・

フロー創出を目指します。

今後も、中期戦略の着実な推進に向け、キャッシュ・フロー

創出により成長資金を確保しつつ、メリハリをつけた財務

運営を行ってまいります。

経営理念を実践し、企業価値向上を目指す

当社は創業以来、「企業は社会の公器である」という経営

理念を根底において、事業活動を行ってきました。現在、新

型コロナウイルス感染拡大の影響は引き続き予断を許さず、

金融・経済環境は先行き不透明な状況にありますが、中長

期的には、コロナによる社会変化がもたらす課題を含め、

事業活動を通じてさまざまな社会課題の解決に貢献するこ

とが当社の責務であるとともに、当社の持続的な成長や企

業価値の向上のために必要なことであると考えています。

このことは、国際社会が目指すSDGs（持続可能な開発目標）

の達成に貢献していくことでもあると認識しています。

また、ESGについては、持続的な企業価値の向上を目指す

上で、従来から事業活動を支える基盤の一つとして位置付

けています。近年、先行する欧州地域に加え、日本を含むグ

ローバルで、非財務情報の一つとしてESGを重視し、投資判

断に活用する動きが広がっており、株主・投資家の方々との

ESGに関するテーマに特化した対話の機会が増加していま

す。当社としては、ESGについての考え方や関連する各部門

責任者によるメッセージ等の情報発信を行ってきましたが、

今後は、企業価値向上におけるESGの位置付けをよりご理

解いただけるように、事業・経営活動とESGの統合的な情

報発信に取り組み、ESGに関する投資家の皆様との対話を

積極的に行っていきます。

足元では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、株主・

投資家の皆様と対面でのコミュニケーションを行うことが

難しい状況ですが、決算発表や個別の対話は、効率性・利便

性の観点からバーチャル方式（電話、オンライン等）に切り

替えて実施しています。今後も当社の経営改革に向けた取

り組みについてご理解いただけるように努めるとともに、

皆様から頂くご意見は経営に活かしてまいります。引き続き、

パナソニックの挑戦をご支援いただきますよう、よろしくお

願いいたします。

事業を支える機能別戦略

当社ウェブサイト「SDGsへの取り組み」へのリンク

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/sdgs.html

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/sdgs.html



