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ブランドスローガン

パナソニックは、創業以来100年にわたり、事業を通じて社会の発展に貢献してきました。

これからも、さまざまな事業を通じて「より良いくらし、より良い世界」の実現に貢献することで、

持続的な成長と企業価値向上を追求していきます。

Cross-Value Innovation

・ エアコンカンパニー
・ テレビ事業部
・ イメージングネットワーク事業部
・ ホームエンターテインメント事業部
・ コミュニケーションプロダクツ事業部
・ 冷蔵庫事業部
・ ランドリー・クリーナー事業部
・ キッチンアプライアンス事業部
・ ビューティ・リビング事業部
・ 冷熱空調デバイス事業部
・ スマートエネルギーシステム事業部
・ コールドチェーン事業部
・ Hussmann Corporation

・ ライティング事業部
・ エナジーシステム事業部
・ パナソニック エコシステムズ（株）
・ ハウジングシステム事業部
・ パナソニック ホームズ（株）
・ パナソニック サイクルテック（株）

・ Panasonic Avionics Corporation
・ 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（株）
・ セキュリティシステム事業部

・ インフォテインメントシステム事業部
・ 車載エレクトロニクス事業部
・ Ficosa International, S.A.
・ エナジーデバイス事業部
・ エナジーソリューション事業部
・ テスラエナジー事業部
・ オートモーティブエナジー事業部
・ メカトロニクス事業部
・ パナソニック セミコンダクター
  ソリューションズ（株）
・ デバイスソリューション事業部
・ 電子材料事業部
・ パナソニック液晶ディスプレイ（株）

エコソリューションズ社 オートモーティブ&
インダストリアルシステムズ社アプライアンス社 コネクティッド

ソリューションズ社

「より良いくらし、より良い世界の実現」に貢献

事業部の持つ専門性の高い技術力、モノづくり力、さらに社外のビジネスパートナーの持つ強みを掛け合わせ、
新たな価値を創造する「クロスバリューイノベーション」を推進しています。

（2018年4月1日時点）
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セグメントの正式名称は以下のとおり。
AP：アプライアンス、 ES：エコソリューションズ、 CNS：コネクティッドソリューションズ、 AIS：オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ
各セグメントの売上高・営業利益は2018年4月1日付けの形態に合わせて算出したものです。セグメント別売上高構成比率、セグメント別営業利益構成比率は、各セグメントの売上高・営業利益を
「その他」および「消去・調整」前の連結売上高・営業利益で除して算出しています。「その他」は、報告セグメントに含まれない事業活動であり、原材料の販売などが含まれています。

（注1） 

（注2） 

中国 12% 日本 47%

ES 21%

アジア 14%

AIS 24%

CNS 27%

欧州 10%

米州 17%

事業構成比率（2018年3月期）

セグメント別売上高構成比率

連結売上高連結営業利益

AP 32% AP 28%

連結売上高

ES 23%

AIS 32%

CNS 13%

億円
79,822

億円
79,822

億円
3,805

セグメント別営業利益構成比率 地域別売上高構成比率
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経営理念に立脚し、より良いくらし、
より良い世界の実現に貢献

私たちの歩み

　私たちの使命は、生産・販売活動を通じて社会生活の改善

と向上を図り、世界文化の進展に寄与すること──。「綱領」

は、パナソニックの事業の目的とその存在の理由を簡潔に

示したものであり、「経営理念」の根幹として、これまで

あらゆる経営活動のよりどころとしてきました。海外事業

展開にあたっても、その国の発展のお役に立ち、喜んで

いただけることを第一義としてきました。

　2015年に国連において、「持続可能な開発目標（SDGs）」

が採択され、国際社会では、社会課題解決の担い手として

企業への期待が高まっています。

　今後もパナソニックは、経営理念に基づいて、社会の

課題解決と発展に貢献し続け、新しい未来を切り拓いて

いきます。そして、持続的な成長と企業価値の向上を実現

していきます。

松下電気器具製作所（現在のパナソニック）を設立。初の製品と

なる「アタッチメントプラグ」と「2灯用差し込みプラグ」を発売。

国民の必需品となるこ
とを願って「ナショナルランプ」

と名づけた角型ランプを発売。

安全な光源として日本全国に

普及。

1927年

ラジオ販売を開始。故障し
ないラジオとして喜ばれ、
家庭に情報と文化を届けた。

1931年

貿易部を設置し、輸出事業を開始。
1932年

洗濯機、白黒テレビ、冷蔵庫な

ど、家事負担の軽減と
ゆとりある生活を実現する製

品を次々と発売。

海外初の生産拠点と
して「ナショナル・タイ」を設

立。以降も外貨不足で家電輸

入が困難な国々に生産拠点を

設立。

1961年

週休2日制を他社に先駆けて開始。「一日教養、一日休養」という

スローガンのもと、従業員の能率と勤労意欲の向上に
大きな役割を果たした。

1965年

経営理念／私たちの歩み

1918年 1950年代
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パナソニックの経営理念体系

パナソニック行動基準
（改訂・更新を経て2016年に現基準）

https://www.panasonic.com/jp/corporate/
management/code-of-conduct/list.html

経営理念

綱領
産業人たるの本分に徹し

社会生活の改善と向上を図り
世界文化の進展に寄与せんことを期す

信条
向上発展は各員の和親協力を得るに非ざれば得難し
各員至誠を旨とし一致団結社務に服すること

私たちの遵奉すべき精神
産業報国の精神、公明正大の精神、和親一致の精神、力闘向上の精神、

礼節謙譲の精神、順応同化の精神、感謝報恩の精神

経営理念実践の
ための指針：
社会情勢などの
変化に応じて進化

経営活動の
よりどころ：
不変

創業者　松下 幸之助

真のグローバル企業を目指し、社名を「パナソニック
株式会社」に変更、ブランドを全世界で「パナソニック」に統一。

2008年

中国の近代化に向けて、
北京市との合弁でカラーブラ

ウン管製造会社を設立。同社

は、中国において、当社の合弁

会社第一号であった。

1987年

スポーツを通じた世界平和
の実現。オリンピックが掲げる
この理念に賛同し、カルガリー

1988冬季オリンピック以来、
「TOP（最高位スポンサー）」と
して、30年以上、大会をサポート。

1988年

「Fujisawa サスティナブル・

スマートタウン」が街びらき。

エコで快適、安全・
安心なくらしを実現。

2014年

ハイブリッド自動車用のリチ

ウムイオン電池の量産を開始。

環境対応車の普及に
貢献。

2010年

意思決定の迅速化とグループ・シナジーの最大化を図るため、

パナソニック電工と三洋電機を完全子会社化。お役立ちの
領域を拡大。

2011年
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CEOメッセージ
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代表取締役社長
社長執行役員
CEO

津賀  一宏



絶えず挑戦を重ね、
持続的な成長へ

新しいお役立ちの創出に向けて

持続的な成長への基盤は整ってきた。
成長戦略を推進し、さらに収益性を改善

2017年度は「増収増益」を
達成することができました。
さらなる成長に向けた課題、今後の戦略の
考え方について教えてください。

売上高／営業利益

減収増益

増収増益

’13/3

’14/3

’15/3

’16/3

’17/3

’18/3

’19/3
（見通し）

営
業
利
益※

実質売上高（為替影響除く 2013年3月期起点）

※ 2017年3月期以降はIFRS営業利益からその他損益を控除

　私が社長に就任してから、構造改革や収益改

善の取り組みと同時に、成長領域への投資やリ

ソースシフトなど将来の成長に向けた仕込みを

行ってきました。その成果として2017年度に

ようやく念願の「増収増益」を実現することが

できました。為替影響を除く実質ベースでの増

収増益は7年ぶりであり、大きな転換点である

と認識しています。私は実績面以外に、今後も

事業の中身が陳腐化せず、価値を生み続けられ

る形になっているかという点も重視しています

が、この観点でも間違いなく改善しつつあり、

手応えを感じています。

　一方で、現状はまだ「反転」したに過ぎません。

今後も収益性の改善に向けて、さらなる取り組

みを進めていきます。成長事業については、今後

本格化する投資リターンを着実に刈りとると

ともに、低収益の事業については、引き続き徹底

して収益改善に取り組んでいきます。さらに、

リソースシフトや事業の入れ替えなど、事業

ポートフォリオマネジメントの推進を徹底し、

収益を伴った成長を実現していきます。2018

年度は引き続き「増収増益」となる見通しです

が、持続的な成長に向けて、今後も手綱を緩め

ることなく、必要な手を打っていきます。
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「チャンピオン」と「チャレンジャー」の
モデルで変革し続ける

CEOメッセージ

しがらみを断ち切り
イノベーションに挑む

　2018年度は、パナソニックにとって創業100

周年にあたります。今後も、当社は「事業を通

じて社会の発展に貢献する」との理念に基づ

いて、ブランドスローガン「A Better Life, A 

Better World」、すなわち「お客様お一人おひ

とりにとってのより良いくらし、より良い世界」

の実現を通じて、成長を目指していきたいと考

えています。この原点は今後も変わりません。

　一方で、2018年度は、次の100年に向けて

「再スタート」を切る年である、とも考えています。

これまでパナソニックは電気機器の「大量生産・

大量販売」により、世の中にお役立ちを果たし

続けることで発展してきました。その中で、技術

力やモノづくり力、顧客との信頼関係、ブランド

力といった強みも磨いてきました。しかし、社会

の変化は非常に大きく、得意としてきた「大量

生産・大量販売」というビジネスモデルには限界

がきているということを我々は強く認識して

います。例えば、コンシューマー向けのビジネスに

ついて言えば、昔に比べて、モノは遥かに世の中

に行き渡っています。単にモノを所有すること

自体には大きな価値がなくなってきており、例

えば自動車のシェアリングのような新たなマー

ケットが生まれてきています。こうした社会の
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「チャレンジャー」として、
今後どのような事業に
挑戦をしていく予定ですか？

「No.1の車載電池」としての性能を磨き、
将来の収益に大きく貢献。
さらに強みを活かして
新たなモビリティ事業に挑戦

IoTを活用した家電の進化、
そしてお役立ちの領域を
「家電」から「くらし」へ拡大

車載電池の強みを武器に
モビリティ事業に挑戦

変化は IoT やAI などデジタル技術の進化に

よって一層加速しています。

　こうした大きな社会の変化に、100年企業で

あり、かつ規模の大きなパナソニックがいかに

柔軟に対応し、持続的に成長していくのか。その

ための基本的な考え方は、「チャンピオン」と

「チャレンジャー」のモデルだと考えています。

パナソニックには、日本の家電事業や住宅関連

の電設資材事業をはじめとするチャンピオン

事業がありますが、チャンピオンはいつまでも

チャンピオンではあり得ません。たとえいまが

良くとも、将来的に縮小していく事業について

は、変えていく必要があります。同時に、現在の

車載電池をはじめ、さまざまなチャレンジャー

事業を持つことも不可欠です。チャンピオン

事業は、収益性をさらに高めつつ、技術や資金、

リソースといった面でチャレンジャー事業を支

える。チャレンジャー事業は、既存事業の資産

や仕組みによるしがらみを断ち切り、スピード

優先で「イノベーション」に挑む。このように

「チャンピオン」と「チャレンジャー」が互いに

バランスしながら発展していく姿を実現して

いくことが重要と考えています。

　まずは車載分野における挑戦です。車載電池

については、徹底的に性能を磨いて、「世界

No.1電池」のさらなる進化を目指します。当社

には、50年以上にわたり、蓄電池に取り組んで

きた経験があります。これまで磨いてきた技術力

やモノづくり力、そして電池の性能を左右する

材料の化学的要素に関するノウハウをベース

に差別化を図り続け、競争力の源泉としていき

ます。そして、こうした強みをもとに、テスラ様

やトヨタ様などのお客様としっかり手を握り、

電池の性能に一層磨きをかけながら、ともに

成長するビジネスモデルを構築していくことが

我々の戦略です。こうした取り組みを通じ、収益

性を確保しながら成長を目指します。

　さらに今後は電池を「つくる」だけでなく「つ

かう」、つまりバッテリーマネジメントやデータ

収集を含め、効率的に電池を使いこなす力も磨

いていきたいと考えています。この挑戦は、急

激に経済発展や都市化が進み、環境・エネル

ギーに関するさまざまな社会課題を抱える中国

を中心として進めていきます。中国では、乗用

車や商用車が電動化するだけでなく、すでに配

達用など特定用途の超小型EVが登場し関連

サービスが進化するなど、市場にポテンシャル

もあります。ここで、パートナー企業と新たなモ

ビリティ事業に挑戦し、課題解決に向けたお役

立ちを創出していきたいと考えています。

　家電や住宅関連の事業における挑戦として

は、まず中国において、「憧れのくらしの創出」に

取り組んでいきます。具体的には、「新貴（シン

グイ）」と呼ばれる、年収が高く、新しい物好きで、

情報発信力が強い層のうち、若い夫婦世帯を

ターゲットとし、彼らにとっての「憧れ」となる

要素を抽出し、それを元に商品開発や、マーケ
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法人のお客様の現場を革新する
「現場プロセスイノベーション」

新中期戦略で社会の変化に向き合い
変革を加速、「挑戦」の内容も具体化

CEOメッセージ

変化が激しい中国、
米国に身を置き、

変化への対応力を磨く

ティング活動を展開していきます。中国では、

家電のネットワーク化や、サービスとの連携に

よる新たな付加価値の提供が求められます。変化

への感度が高い中国に事業の軸足を置き、こう

した領域に挑戦することにより、当社の進化を

加速していきたいと考えています。

　また、日本においては、パナソニックだから

こそ実現できる、ユニークで新たな「くらし」の

創出に取り組んでいきます。これまで、パナソ

ニックは「家電」の領域において強みを培ってき

ました。2017年10月、パナホーム（2018年4

月よりパナソニック ホームズ）を完全子会社化

しましたが、これを最大限に活かし、家電、電材、

建材、そして住宅まで幅広く手がける強みを活

かして、新たな「くらし」の姿を提案していきた

いと考えています。家の中だけでなく、まちづ

くりやサービスまで含めた「くらし」というより

広い領域で、徹底してお客様に見える形で、お

役立ちをお届けしていきます。これにより、「家

電のパナソニック」から進化し、「くらしのパナ

ソニック」としてのユニークなブランドを構築

していきたいと思います。

　最後は、法人向けのソリューション事業に

おける挑戦です。2017年4月に設立したコネク

ティッドソリューションズ社は、航空機内エン

ターテインメントシステムや実装機、プロジェ

クター、決済端末などの法人向け事業が柱です。

さらに、お客様のお困りごとを解決するソリュー

ションへのレイヤーアップの取り組みを強化

し、収益性を向上させていきたいと考えていま

す。特に注力するのは、「現場プロセスイノベー

ション」という取り組みです。この取り組みで

は、物流や流通などのサービス産業をはじめと

する「現場」に課題を持つお客様がターゲット

になります。サービス産業のお客様にとっては、

ネット時代を背景とした消費者ニーズの多様化

を受けて、商品やサービス自体のイノベーション

はもちろん、多様なニーズにスピーディに応える

ためのサプライチェーンのイノベーションが

喫緊の経営課題となっています。当社は、製造

業として培ってきたノウハウや技術を活かし、

お客様のサプライチェーン、すなわち、お客様が

商品やサービスを「つくる」「運ぶ」「売る」現場の

課題解決への貢献を目指します。

　今後、我々を取り巻く環境の変化は、これま

でとは比較にならないほど激しいものとなって

いくと思います。パナソニックが中長期で成長

していくためには、都市化、高齢化、価値観の

多様化など、さまざまな社会変化の本質を見極

め、スピード感を持って先手を打って対応して

いくことが不可欠です。

　今年度は、2019年度にスタートする3年間の

新中期戦略を策定します。そこでは2030年頃

を見据え、どのように社会が変化していくのか、

あるいは、パナソニックとして世の中をどのよ

うに変えていきたいのか、中長期的な将来の姿

からのバックキャストで次の3年間のアク

ションを明確化していきます。さきほど述べた

それぞれの「挑戦」についても、この中で具体的

な形にしていきます。

　大きな社会変化に対応するためには、自ら激

しい環境変化の中に身を置くことも必要だと

考えています。これまでのように事業の軸足を

日本に置いていては、世界中で起こる急激な変

化に対応するのは難しくなります。日々イノ

Panasonic Annual Report 201809



最後に、投資家への
メッセージをお願いします。

衆知を集めた経営のさらなる実践

中長期的な成長、企業価値向上を目指す

ベーションが起こり、変化が激しい中国や米国

に意識的に身を置き、お客様やビジネスパート

ナーから刺激を受けることで、変化への対応力

を磨いていきたいと考えています。

　挑戦を進めるにあたっては、創業者・松下幸

之助の言う「衆知を集める」という考え方が非

常に重要です。何事にも１人の知恵だけでは限

界があります。これまで以上に、社内でさまざ

まな観点から徹底的に議論を行うとともに、社

外取締役の視点が加わる取締役会でも活発に

議論を行っていきます。また、投資家の皆様か

らの客観的なご意見を受け止め、経営に活かし

ていきたいと考えています。

　創業100周年の「再スタート」を切ったパナソ

ニックが、今後何を目指していくのか。世の中

が進化、変化すれば、それに伴って新たな社会

課題が生まれてきます。こうした社会の変化に

向き合い、その課題解決に貢献し続けること。

これこそが我々の存在意義です。

　次の100年においても、この考えのもと、新たな

お役立ちの創出に向けて絶えず挑戦を重ね、

中長期的な成長、企業価値向上を目指してまい

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、お願いいたします。
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2012年度からこれまでの振り返り

中長期の経営概況

業績改善と事業領域の再構築に取り組み、
「減収増益」から「増収増益」に転換

73,030

–7,543

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

● 津賀社長就任。

● 「グループ戦略会議」を開始。
衆知を集め、迅速に意思決
定できる体制を構築。

● 薄型テレビなどの販売不振
により、当期純利益は、2期
連続の赤字。構造改革を推
進し、フリーキャッシュ・フ
ローはプラスに改善。

● 財務体質の改善を最重要課
題とし、年間無配に。

● 2018年度の目指す姿として
売上高「10兆円」を設定。

● 自主責任経営と経営の「見
える化」のため、事業部制導
入。事業部の進化を支える
４つのカンパニーを設置。

● 4つの重点施策を推進。
　① 赤字事業の止血
　② 財務体質改善
　③ 脱・自前主義による
　　 成長・効率化
　④ お客様からの逆算による
　　 成長戦略
● ブランドスローガン「A Better 

Life, A Better World」を制定。

● 復配。

● 車載事業や住宅事業が牽引役
となり、CV2015数値目標を
前倒しで達成。
　● 営業利益目標：
　   3,500億円以上
　● 売上高営業利益率目標：
　   5％以上
　● 累計フリーキャッシュ・
　   フロー目標：
　   6,000億円以上

● 非連続の成長を目指して、M&A
や設備投資を中心とする1兆円
規模の戦略投資を開始。

● スペインの自動車部品・システ
ムサプライヤー、フィコサ社と
資本業務提携を開始（2017年度
に連結子会社化）。

大規模事業構造改革 中期経営計画 「Cross-Value Innovation 2015」（CV2015）

1兆円規模の戦略投資

売上高（億円）
営業利益（億円）

75,537

77,150

当期純利益（億円）

● 事業構造改革を完遂し、課題事
業への打ち手を完了。

●黒字：主な施策　●青字：業績

1,609

3,051

3,819
4,157

77,365

P15-16参照

米国会計基準

1,795
1,933

1,204
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2,360
2,500

4,250

売上高

3,0008 億円

億円

営業利益

4,250

億円

当期純利益

2,500

兆

（注1） 2016年度以降の業績数値はIFRSベース、それ以前は米国会計基準
（注2） 当期純利益は、2015年度以前は「当社株主に帰属する当期純利益」、
 　　　2016年度以降は「親会社の所有者に帰属する当期純利益」

2016年度 2017年度 2018年度見通し

● お客様への「お役立ち」の指標は利益で
ある、という原点に立ち返り、2018年
度の経営目標を売上から利益に変更。

● すべての事業部を「高成長事業」、「安定
成長事業」、「収益改善事業」の３つに区
分し、メリハリのある投資を実行。

● 為替影響を除いた実質ベースで増収
を実現。

● 車載電池事業を中心に高成長事業が牽
引役となり増収増益を継続の見通し。

● 米国の業務用冷凍・冷蔵ショーケース
メーカー、ハスマン社を連結子会社化。

● 米国テスラ社ギガファクトリー内にある
当社電池セル工場が稼働。

● パナホーム株式会社（現在のパナソニッ
ク ホームズ株式会社）を完全子会社化。

● ベルギーの物流ソリューション会社ゼ
テス社を完全子会社化。

● 中国・大連市に設立した車載電池工場
にて量産出荷を開始。

● コネクティッドソリューションズ社を
設立、法人向けのソリューション事業
を強化。

●トヨタ自動車（株）と車載用角形電池事
業における協業の検討開始を発表。

● 増収増益を実現（為替影響を除く
実質ベースでは、7年ぶりの増収増益）。

3,805

73,437

83,000

2,768

IFRS

79,822

1,494
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中長期の経営概況

2017年度の業績／2018年度の見通し

高成長事業が牽引し、2018年度も増収増益に

　2017年度の売上高は、インフォテインメント・車載関連

機器を含むオートモーティブ事業や二次電池を含むエナ

ジー事業などの車載事業が大きく成長しました。加えて、

スペインの自動車部品・システムサプライヤー「フィコサ

社」や、ベルギーの物流ソリューション会社「ゼテス社」の

新規連結および為替の影響があり、7兆9,822億円（前年

度比109%）となりました。

　また、固定費が前年度に比べて622億円増加したもの

の、増販益が1,130億円あり、また、合理化の成果やその

他損益の改善も寄与し、営業利益は3,805億円（前年度差

1,037億円増）、親会社の所有者に帰属する当期純利益は

2,360億円（前年度差866億円増）となり、増収増益を実現

することができました。なお、為替影響を除いた実質ベー

スでも増収増益となりましたが、これは2010年度以来7

年ぶりのことです。ROEについては、前年度から4.5ポイン

ト改善し、14.4%となりました。今後も継続的に10%以

上を目指します。

　フリーキャッシュ・フローについては、マイナス356億円

となり、戦略投資分を除いた額としては1,327億円（前年

度差576億円減）となりました。これは、親会社の所有者

に帰属する当期純利益の増加があったものの、増販に伴う

運転資金の負担が増えたことに加え、北米の車載電池事

業において在庫が一時的に増加したためです。今後は、戦

略投資案件からの回収を進め、フリーキャッシュ・フローの

改善を図ります。

2017年度の業績

高成長事業

安定成長事業

収益改善事業

車載電池、次世代コックピット、ADAS、エアコン、メカトロニクス など

売上・利益成長の牽引役と位置づけ、 大規模投資等経営リソースを集中

事業の転地や固定費削減・合理化等により、 徹底的に収益改善に取り組む

テレビ、固定電話・FAX、住宅建材、 ソーラー、堅牢PC、半導体、液晶パネル など

競争力を活かして、着実に利益を創出し、 高成長事業への投資原資を生み出す

白物家電、食品流通、配線器具、照明器具、航空、プロセスオートメーション、
セキュリティカメラ、電子材料、乾電池 など

高成長

安定成長

収益改善営業利益
4,250億円

高成長

安定成長

収益
改善

売上高
8兆3,000億円

各事業区分の構成比
（2018年度見通し）

為替影響を除く実質ベースで、
7年ぶりに増収増益を実現
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79,822

　2018年度も、「高成長事業」「安定成長事業」「収益改善

事業」の3つの事業区分に基づき、成長戦略を実行してい

きます。

　高成長事業では、1兆円の戦略投資において集中的に資

金を投入してきた結果、売上高、営業利益ともに車載電池

を中心に大きく伸びる見通しです。安定成長事業におい

ては、増収増益となるものの、大型航空機の需要減少に伴

いアビオニクスが減収減益となり、成長はやや鈍化する見

込みです。収益改善事業においては、引き続き事業の転地、

固定費の削減、合理化などに取り組み、半導体、液晶パネル

を中心に利益が大幅に改善する見通しです。

　特に高成長事業が牽引役となり、2017年度に続き、

2018年度も増収増益となる見通しです。

　売上高は、8兆3,000億円（前年度比104%）を見込んで

います。増加要因で大きいものとしては、為替影響を除い

た実質ベースで車載電池の売上が大幅に増えることが挙

げられます。また、インダストリアル事業やオートモーティ

ブ事業、エアコン事業なども増収に貢献する見込みです。

　利益面については、増販益を1,800億円と見込んでお

り、販売増に伴う費用や成長分野での投資によって固定費

の増加が見込まれますが、引き続き管理の強化に努め、増

益となる見通しです。

2018年度の方針・見通し

売上高

2018年3月期

83,000

2019年3月期

（億円）

高成長

高成長

安定
成長

安定
成長

為替

収益
改善

その他

3,805

営業利益

2018年3月期

4,250

2019年3月期
（見通し）（見通し）

（億円）

為替
他

収益
改善

その他
損益

3つの事業区分に基づき、成長戦略を推進

引き続き増収増益の見込み
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中長期の経営概況

中長期の成長に向けた戦略投資の状況

大型設備投資・M&A投資を推進

意思決定済

約85%

2017年度末

1兆円

アプライアンス

検討中

エコ
ソリューションズ

オートモーティブ&
インダストリアル
システムズ

コネクティッド
ソリューションズ

■

■

■
■

米国テスラ社と共同運営する
太陽電池セル・モジュール製造 

米国テスラ社「ギガファクトリー」内の
リチウムイオン電池セル製造  ①　
中国での車載電池製造  ②
日本での車載電池製造（姫路など）

大規模設備投資

米国の業務用冷凍・冷蔵ショーケースメーカー
「ハスマン社」  ③　
パナホーム（株）（現 パナソニック ホームズ（株））  ④
米国の産業用レーザーメーカー「テラダイオード社」  ⑤
ベルギーの物流ソリューション会社「ゼテス社」  ⑥
米国の衛星通信サービス会社「ITCグローバル社」
スペインの自動車部品・システムサプライヤー
「フィコサ社」  ⑦
ドイツの車載ソフトウェア開発会社
「オープンシナジー社」
パナソニック デバイスSUNX（株） ⑧

■

■
■
■
■
■

■

■

M＆A
（画像提供：テスラ社）

　「増収増益」を実現し、持続的な成長を図るため、2015年

度から１兆円の戦略投資を推進しています。

　事業戦略上の位置づけを明確にし、想定されるリスク

なども慎重に見極めながら、意思決定を行ってきた結果、

これまでに、車載リチウムイオン電池工場など、高成長が

見込まれる事業領域を中心に大規模な設備投資を実施

してきたほか、M&Aについても、スペインの自動車部品・

システムサプライヤーのフィコサ社、米国の業務用冷凍・

冷蔵ショーケースメーカーのハスマン社など大型買収を

実施してきました。

　これらの結果、2017年度末時点において戦略投資1兆円

のうちの約70％はすでに投資を完了。また、これらも含めた

約85％が意思決定済みです。2018年度も引き続きリスクと

リターンを慎重に見極めながら戦略投資を進めるとともに、

投資済み案件からの利益・キャッシュ・フローの回収状況

についても厳格にモニタリングし、適切な対策を講じて

いきます。

　2017年度には、米国テスラ社の「ギガファクトリー」内

にある当社のリチウムイオン電池工場が本格稼働を開始

しました。同工場はテスラ社の新型EV「モデル3」や蓄電

システムに搭載される高性能円筒形電池「2170セル」の

量産を担っており、「年間生産能力35GWh」に向けて、

2018年度も引き続き、設備投資を継続していきます。

　また、2018年3月には、中国・大連市の車載電池工場に

おいて量産出荷を開始しました。同工場は中国における

当社初の車載用角形リチウムイオン電池の生産拠点であり、

1兆円のうち、約85％が意思決定済み

旺盛な需要に応える
車載電池の生産能力強化

①

⑤
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今回の量産出荷開始により、同分野における日米中の世界

3極生産体制が整いました。今後、高出力・高容量で安全性

の高い角形リチウムイオン電池を、中国国内市場のみならず

北米市場などグローバルに供給していきます。

　また、日本においては、液晶パネルの生産拠点である姫路

工場において新たに車載用角形リチウムイオン電池を生産

することを決定しました。同工場に電池セルの源泉工程

から組立までの一貫ラインを設置する計画で、2019年度

中の生産開始を目指しています。

　2017年9月には、同年4月に連結子会社化したスペイン

の自動車部品・システムサプライヤー、フィコサ社のミラー

技術と当社のカメラ・液晶技術を融合した初の協業開発

製品「電子インナーミラー」の量産を開始しました。さらに

2017年12月には、第二弾として、事故発生時の緊急通報や

遠隔での盗難車両追跡などを可能にする「テレマティクス・

コントロール・ユニット（TCU）」の量産出荷も始まりました。

今後もフィコサ社との連携を一層強化し、協業開発商品の

拡大と受注獲得に向けて取り組んでいきます。

　また、2018年4月には、2017年10月に完全子会社化した

パナホーム（株）の社名を「パナソニック ホームズ（株）」と

するとともに、ブランドを「Panasonic」に変更。この社名・

ブランド変更を契機に、今後、グループの総力を結集して

シナジー効果を発揮し、現状で実績のある低層の中高級

住宅だけでなく、普及価格帯の住宅や多層階住宅、さらに

は非住宅も含めた街づくりに注力していきます。

Ｍ＆Ａによる協業・シナジーの深化

② ③ ④

⑥ ⑦ ⑧
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イノベーション創出と迅速な事業化で
グループの持続的な成長を支えていきます

専務執行役員
CTO

宮部  義幸

CTOメッセージ
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2018年4月時点

全社視点でイノベーション創出を推進

研究開発体制

研究開発・イノベーション戦略

技術本部
イノベーションセンター
綜合技術センター

くらし・空間コンセプト研究所

技術本部
センシングソリューション開発センター
エネルギーソリューション開発センター
プラットフォーム開発センター

オートモーティブ開発本部
プラットフォーム開発センター
映像・センシング技術開発センター
統合ソリューション開発センター

エナジー要素開発センター
エナジー設計開発センター

技術本部

アプライアンス社
コネクティッド

ソリューションズ社

エコソリューションズ社

イノベーションセンター
生産技術センター

エアコン・コールドチェーン開発センター
ホームアプライアンス開発センター

イノベーティブ・エンターテインメント開発センター
R&Dプランニングセンター

オートモーティブ&
インダストリアルシステムズ社

イノベーション推進部門
ビジネスイノベーション本部
テクノロジーイノベーション本部

生産技術本部
イノベーション戦略室
要素技術開発センター

　パナソニックのブランドスローガン、「A Better 

Life, A Better World」で示されている大きな

方向性は、技術開発においても変わることは

ありません。「より良いくらし」と「より良い世界」

に寄与する技術を創出し続けるために、技術

部門では将来に向けた研究開発の指針として

「技術10年ビジョン」を策定し、「IoT/ロボティ

クス領域」と「エネルギー領域」という２つの領域

で、多彩な取り組みを推進しています。

　開発体制については、お客様に近いところで

研究開発を行う「研究開発の前線化」を進める

とともに、より柔軟かつ横断的なマネジメント

の実現に向けて体制を強化しています。さらに

今後のパナソニックグループの持続的な成長に

不可欠であるイノベーション創出を全社視点で

推進していくために、本社主導による組織改革

にも取り組んでいます。

　2017年4月に新設した「ビジネスイノベー

ション本部」は、技術の開発だけでなく、新規事

業の立ち上げまで自ら行い、素早い事業化に貢

献する組織を目指しています。また、2018年

1月に「先端研究本部」から名称を変更した「テク

ノロジーイノベーション本部」では、主にエネル

ギーやセンシングの分野において革新技術に

よるイノベーションを推進し、事業成長に貢献

していくことを目指します。「工業社会」「情報

社会」から「超スマート社会」へと世界が大きく

変化している中、パナソニックグループは、先頭

を切ってイノベーション創出を加速していき

ます。
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パナソニックの技術力・モノづくり力を磨いてきた製品例

1927年

1958年 1963年

1968年

1978年

1988年 2010年

2017年

1961年

1950年 1996年

1952年
「ナショナルランプ」
を発売

家庭用テープレコーダー
第1号機を発売

長持ち世界一の乾電池
「ナショナルハイトップ」
を発売

電子部品自動実装の
先駆け「パナサート」
1号機を開発

小型事務用計算機
（パソコン）第1号機を発売

電子スチルカメラの
第1号機を発売

HEV用リチウムイオン
電池の量産開始

「顔認証ゲート」を開発
羽田空港で採用

「松下1号型住宅」を発売

カーラジオ第1号機
を発売

業界初、重さ100gを切った
デジタル携帯電話を発売

白黒テレビ第1号機を発売
電池の量産開始

「多種多様な技術力」が
当社の大きな強み

家電で培った「技術力」と「モノづくり力」

使う人の視点に立ったモノづくりが
B2Bにも活きる

CTOメッセージ

パナソニックの技術力・モノづくり力

　1918年に配線器具の製造から出発したパナ

ソニックは、家電を中心に事業範囲を広げて

きました。お客様に寄り添うモノづくりの中で

蓄積され、磨かれてきたさまざまな「技術力」

と「ノウハウ」が、当社の大きな強みとなってい

ます。

　映像・画像、音響・音声からメカトロ（機構）、

材料・デバイスに至るまで、多種多様な分野の

高度な技術を巧みに組み合わせ、融合させること

により、当社は社会をより豊かに、より便利に

変える数多くの製品を生み出してきました。

　ただし「技術力」だけで優れた製品を生み出

すことはできません。技術を活用し、性能、品

質、ユーザビリティを追求していくには、成膜、

成形、計測、実装、機械加工、制御、CAE（シミュ

レーション）、品質管理、さらにそれらの工程をつ

なぐ“摺り合わせの技術”も含めた、高度な「モ

ノづくり力」が不可欠です。この「モノづくり力」

もまた、パナソニックが培ってきた大きな強み

であり、AI（人工知能）やIoT、ロボットの時代に

なってもその重要性は変わらないでしょう。

　幅広い領域にまたがる「技術力」、そして製品

をしっかりと作り込める「モノづくり力」、この

2つの力を基盤にイノベーションを推進し、これ

からも新規事業を創出していきます。

　当社が家電分野で培った最大の強みのひとつ

がユーザビリティに関する知見・ノウハウです。
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多種多様な技術力

技術をカタチにするモノづくり力

「機械が人に歩み寄る」
ことが、成功の鍵

※ B2Bだが一般のお客様が最終ユーザーの意味

映像・画像 音響・音声 光（あかり） 通信・コミュニ
ケーション

熱（熱制御） エネルギー

IoT、ユーザビリティ

メカトロ（機構） 材料・デバイス

成膜 成形 計測 実装

機械加工 制御 CAE
（シミュレーション） 品質

これは、常に「使う人の視点」に立ってモノづくり

を考えてきた家電メーカーならではの強みです。

　家電の世界では製品を市場に出す前に、機能

だけでなく、デザインも含めた使いやすさ、操

作のわかりやすさなど、「使う人の視点」から

ユーザビリティを徹底的に検証します。例えば

当社ではノートPCにも落下試験を行います。

それは「精密機械なのだから大切に扱うのが前

提で、落としたら壊れるもの」という発想では

なく、ノートPCを「家電」として捉え、使う人の

視点で開発しているからです。だからこそ多く

のユーザーに受け入れられたのだと思います。

　現在のパナソニックは、B2B分野でも多くの

事業を展開していますが、そこでも家電と同様

に「機械が人に歩み寄る」ことが、成功の鍵を握

ると考えています。実際、機器やシステムに接

するのが一般消費者であるような「サービス

インダストリー」の領域で、当社は特に高い評

価を受けています。法務省入国管理局様に採用

された「顔認証ゲート」システムもそうした例の

ひとつです。これは訪日外国人の急増に対応し、

日本人の出帰国手続を合理化したいという課題

の解決に貢献する製品です。当社のシステムの

特長のひとつは、パスポートを誤って左右逆向

きに置いても、読みとりが可能なことです。プロ

向けのシステムならば必要のない機能ですが、

一般のお客様が使うものにはこうした配慮が重

要なのです。ここには家電で長年培ったユーザ

ビリティの知見・ノウハウが活かされています。

　この事例のように、IT化の進展に伴って、従来

は専門家だけを対象にしていた機器やシステム

が前面に出てきて、一般のお客様が直接操作

するようになる場面が今後ますます増えていく

と予想されます。そうしたB2B used by C※の

場面において、当社はさらに強みを発揮して

いけるはずです。
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CTOメッセージ

事業環境の変化に対応し、
イノベーション創出を加速

イノベーション創出を加速する取り組み

イノベーション創出の実験場「Panasonic β」

TOPICS

　2017年７月、米国シリコンバレーに設立した

「Panasonic β」は、いままでの組織や職能の壁

を超えた連携を行う新しい取り組みです。各カ

ンパニーや本社部門から集まった若手技術者、

デザイナーを中心として活動をスタートし、

2018年4月に正式に組織化されました。

　グローバルな視点で新しいビジネスモデ

ル、ソリューションを創出していくには、さま

ざまな職能や、事業部の枠を超えた横断的な

連携を推進し、「クロスバリューイノベーショ

ン」を“量産化”していく必要があります。

　Panasonic βはそのためのモデルファクト

リーとして、スタートアップ企業のような働き

方や環境を実現します。若く優秀な社員たち

がスピード感をもって、アイデアをカタチに

していく多様なプロジェクトを推進し、まず

住空間を創造するHomeXからアウトプットが

生まれつつあります。

　事業領域の広さと多様な人材や技術力を強

みに、今後はサプライヤーとの関係やワーク

フォースもデジタル化することで、いままでな

かった「デジタル時代のビジネスモデル」をス

ピーディに作り、それを全社に広げていきます。

　「超スマート社会」へと時代が急速に移行して

いる中、さまざまな領域においてデジタル化・IoT

化が進んでいます。この大きな変化の中で勝ち

残っていくには、ビジネスプロセスの全体を時代

に適応したかたちに変えていくことが重要です。

　かつての大量生産・大量販売の時代には、工場

から出荷された時点で製品はメーカーの手を

離れました。しかしあらゆるモノがインター

ネットにつながるIoT時代には、出荷後も製品を

通してメーカーがお客様とつながり、お役立ち

を提供し続けることが可能です。かつての人と

人とのつながりを再構築する技術とも言えます。

そのような「ハードとネット融合型の事業」を、

スピード感をもって拡大することで、当社が蓄積

してきた幅広い技術力、モノづくり力を顧客価値

の創造につなげていけると考えています。

　技術開発のやり方自体も、今後は変えていく

必要があります。「不特定多数」のお客様を対象

としていた大量生産時代の技術は“完璧”が求め

られました。しかし「特定多数」のお客様を対象

にできるIoT時代の技術開発で最も重要なのは

「顧客価値を実現していくためのプロセス」である

ことです。従来のように最初から完璧を求める

ことはイノベーションの阻害につながる面もあり、

“不完全”を許容できる文化の醸成が必要になり

ます。そのための実験場が、昨年シリコンバレー

に設立したイノベーション拠点「Panasonic β」

です。事業部間に横串を通したこの取り組みを

起点に、グループ全体へ波及させていきたいと

考えています。

Panasonic Annual Report 201821



　パナソニックは、バラエティーに富んだ、多様
なモノづくりの「現場」を持っています。材料・
デバイス系のプロセス中心の工場もあれば、炊
飯器や冷蔵庫などの組み立て工場もあります。
また、ソフトウェアの搭載を担っているところ
もあります。この多様性が、パナソニックのモ
ノづくりの特徴であり、事業環境が目まぐるし
く変化するいまの時代において、さまざまなお
客様のご要望に応えていくうえでの大きな強
みであると考えています。
　私が担当する生産技術本部の使命は、長い
歴史の中で培ってきたモノづくりの強みを活
かして、お客様と社会の課題を解決していくこ
とです。多種多様なコア技術を「束ねたり」、「掛
け合わせたり」、あるいは「進化させて」、さらに
は「新規開発技術や外部の技術と融合させる」
ことでイノベーションを創出し、新しいソ
リューションや商品、事業につなげていきます。
そのために、現在、2つの側面でモノづくりの革
新を推進しています。
　ひとつめは、当社が得意とする事業部基軸で
のモノづくりにさらに磨きをかける取り組みで
す。ITを駆使した取り組みでスマートマニュ
ファクチャリングを構築し、多様なお客様の注
文に対して、量産品同様のスピーディな供給を
目指しています。生産準備の段階では、IoTや
AIなどのデジタル技術を活用し、最適な生産方
法を導きだして工程設計を行います。生産開
始後は、受注状況に対応した動的生産管理に
より、多品種少数生産におけるボトルネックを
ロットサイズや生産順序の最適化で解決し、
リードタイムを短縮します。また、工場の膨大
な情報のすべてをIoTで収集蓄積し、AIを活用
して不良品が生じるメカニズムを見出します。
これにより、予兆管理を行い、不良品ゼロを目指
します。

　もうひとつは、社内外のコア技術を掛け合わ
せて新たな価値創出を図る、クロスバリューイ
ノベーションの取り組みです。Panasonic βの
ような事業部門横断型の新しい試みに対して、
モノづくりの側面から支援しています。その一
環として、現在、新しいアイデア／コンセプトを
できる限り速く「カタチ」にして、お客様と協創
していくための「ラピッド・マニュファクチャリン
グ」に取り組んでいます。
　上記２つに加えて、環境の観点から、資源や
エネルギーの循環や無駄のない製造など、いわ
ゆるサーキュラーエコノミーの取り組みも推進
しています。モノを作り、お客様に届けた後、リ
サイクルによって再び材料となり、次の商品設
計につなげる。そこまでの全体を考え、例えば
リサイクルのしやすい設計など循環型社会に向
けた取り組みを進めていきます。さらに、CO2

ゼロ工場の取り組みも大事です。パナソニック
環境ビジョン2050と連動しながら、製造時のエ
ネルギーの最少化のほか、商品の省エネや創エ
ネに取り組んでいきます。
　当社は、お客様とその課題が明確になれば、
それに素直にお応えしていくというのが創業以
来の方針です。当社の事業がB2Bにシフトして
いく中で、新たなお客様に寄り添い、そのお客
様の課題を地道に素直に解決していくことは当
社の得意とするところです。例えば、当社の車
載電池は、ニーズに合った高品質で安全なモノ
づくりで、お客様の期待に応えています。お客
様と接点が持てればいい仕事ができる、それは
モノづくりでも同じです。当社が培ってきた多
様なモノづくり力・技術力を強みに、お客様と
向き合い、お客様と協創し、イノベーション創
出を加速していきます。

モノづくりの多様性を強みに
お客様と向き合い、事業創出に貢献

生産技術本部 本部長　小川 立夫

責任者より
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CTOメッセージ

成長エンジンとなる
新規事業の創出を目指す

テクノロジーイノベーション本部 本部長　相澤 将徒

責任者より

1. 非連続コア技術創出
当社の保有するコア技術の革新
（蓄電池、太陽電池、水素関連技術など）。
3年程度での事業貢献を目指す。

2. エマージング技術創出
今後攻めるべき領域での革新技術の創出。
5年程度での事業貢献を目指す。

3. 戦略基盤技術 
複数の技術領域の強化、戦略的基盤技術。
開発プロセスそのものの変革を目指す。

4. パイオニア研究
世界一流の知と融合し、全く新しい破壊的技術
の種の創出を目指す。

　私は、研究者にとって一番大切なのは「解く
べき課題を見つけること」だと思っています。
イノベーションを起こす商品の実用化を見据え
て、解くべき課題や目標を設定し、ダントツ・オ
リジナル・No.1の強い技術による具体的な解決
手段を明示することが大切です。技術開発は事
業化され、社会貢献につながらなくてはいけま
せん。私自身、海外の国立研究所を経て、パナ
ソニックに入社し、「企業研究所であるからに
は、最先端の研究をどう事業につなげるのか、
どうお金に換えるのかが重要」という考え方に
切り替わりました。それができて初めて会社へ
の貢献であり、社会への貢献につながります。
技術開発で特長のあるものを生み出し、それ
を世の中へ出すために足りないものはなにか？
お客様にとっての価値とは？それらが揃って初
めてイノベーションが起こります。テクノロジー
イノベーション本部は、パナソニックの中長期
の成長エンジンとなる新規事業の創出を目指
し、そのために変えるべきところや伸ばすべき
ところを見定め、変革を進めています。

　技術開発は４つのレイヤで取り組んでいます。
最も多くのリソースをかけているのは3年程度
での事業貢献を目指す「非連続コア技術」のレイ
ヤ、残りの約半分のリソースをかけているのが5年
程度を目安に取り組む「エマージング技術」のレ
イヤです。あとの２つは、研究開発のプロセスそ
のものを変えるレイヤと、国際的な競争環境で
全く新しい破壊的技術の種の創出を目指すレイヤ
です。パナソニックには長い歴史で培った多く
の技術や膨大なデータの蓄積があります。優秀
な人材も豊富です。これらは大きな強みです。
例えば、電池やイメージセンサーなどの領域は、
すでに社内技術者のレベルが高く、明確なKPI 

を立てて事業への貢献を推進しています。一方、
新たな領域・新たなコア技術の開発においては、
社外の知恵を積極的に取り入れています。また、
全く新しい技術で全く新しい市場を狙うのでなく、
例えば保有している車載向け二次電池の強い技術
の応用として未来のモビリティ向けの可能性を
探ったり、当社が得意とする水素やエネルギー
系の技術を活用して別の市場にアプローチする
など、コア技術をベースに、「これまでより半歩
外に出る」アプローチが有効だと考えています。
　さらに、研究開発のスピードを上げていくため
の施策にも力を入れています。例えば、AI など
を活用して二次電池などのエネルギーデバイス
を高性能化するための革新的材料を迅速に探索
する「マテリアルズ・インフォマティクス」を推進
しています。
　私は、単一のテクノロジーに頼る時代はそろ
そろ終わりを迎え、これからの技術開発は、エレ
クトロニクスに加えて異分野技術の融合、AIやIoT

でつながる世界を見据えるべきと考えています。
当社は、広い事業領域で多様な技術開発に挑戦
しており、私自身、そこに魅力を感じて10年前に
入社しました。この強みを活かし、世界を変える
イノベーション創出を目指します。

テクノロジーイノベーション本部の
技術開発における4つのレイヤ
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研究開発の指針「技術10年ビジョン」

TOPICS

IoT／ロボティクス領域 技術10年
ビジョン人工知能  センシング  UI／UX

● くらしデータ解析
● 感情推定
● レコメンデーション
● 自動清掃／収納

● 障害物検知
● 外界認識
● 行動計画
● 人状態認識

● 次世代ソーラー
● 次世代蓄電池システム
● V2H（Vehicle to Home）

● 小型分散電源
● 系統連系電力制御
● 電力水素貯蔵

● 多言語音声翻訳
● 対話
● 行動予測
● 自動棚卸／補充

● 対象物認識
● 不定形ピッキング
● 人協調作業
● 自律移動

● 次世代パワーデバイス
● 革新的リチウムイオン
　バッテリーシステム
● 非接触充電システム

エネルギー領域
蓄電 水素

AIロボティクス家電

家事からの解放

自動運転／コミュータ

事故・渋滞ゼロ

店舗・接客ソリューション

接客品質の向上

次世代物流・搬送

労働不足の解消

住宅エネルギー
ソリューション

低炭素社会の実現

ビル・地域エネルギー
ソリューション

エネルギー多様化

車載用エネルギー
ソリューション

排気ガスゼロ

技術10年ビジョンの概要   詳細はWEBサイト「技術10年ビジョン」参照

　技術開発においては、常に10年先の姿を想

像しながら足元の取り組みを決めていく必要

があります。当社の「技術10年ビジョン」は、

将来に向けた研究開発の指針として2015年

度に改訂・発表しました。パナソニック全体で

注力していくべき分野として、「IoT／ロボティ

クス」と「エネルギー」という2つの重点領域を

定めたもので、いわば研究開発における中期

計画です。

　IoT／ロボティクス領域においては、人工知

能やセンシング、UI（ユーザーインターフェイ

ス）／ UX（ユーザーエクスペリエンス）に関連

した技術開発を推進し、AIロボティクス家電

や自動運転、店舗運営や物流の合理化に貢

献するソリューションなどの実現を目指して

います。

　エネルギー領域においては、蓄電や水素に

関連する技術を活かして住宅やビル、自動車

向けのエネルギーソリューションを提供する

ことを目指し、それらを通じて低炭素社会の

実現をはじめとする環境側面での社会課題

解決にも貢献していきます。

　今後もパナソニックは、将来を見据えなが

らイノベーション創出を加速し、より良いくら

しとより良い世界の実現を目指します。
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2012年度以降の当社の変革の歩みを振り返るとともに

投資と財務規律、事業ポートフォリオなど、さらなる飛躍に向けた課題や方向性についてご説明します。

事業戦略と財務戦略を両輪として
さらなる飛躍を実現していきます

代表取締役
専務執行役員
CSO

佐藤  基嗣

取締役
常務執行役員
CFO

梅田  博和

CSO・CFOメッセージ
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2012年度に社長に就任した津賀が最

初に取り組んだのは事業構造改革、つまり赤字

事業の止血でした。それに一定の目途が立った

とき、次なる大きな課題は「成長する領域が見え

ない」ということでした。

　2013年10月以降、企画担当の私は、津賀と

ともに、この課題に真正面から向き合ってきまし

た。車載事業への人材リソースのシフトなど、

将来を見据えた仕込みはすでに一部進んでい

ましたが、従来の延長線上、つまり減価償却費

の範囲内で投資していく限り、大きな成長は望

めないということは明らかでした。そこで決断

したのが「戦略投資」です。2015年度からの4

年間の累計で「1兆円」という思い切った規模の

設備投資、M&A投資を行う方針を決めました。

そして、2016年度からは、メリハリある経営戦略

を実行するために、すべての事業部を「高成長

事業」、「安定成長事業」、「収益改善事業」の3つ

に区分しました。高成長事業は経営リソースを

集中する事業、安定成長事業は着実に利益を

創出し投資原資を生み出す事業、収益改善事業

は徹底的に収益改善を図る事業です。2017年度

末までに１兆円の戦略投資の内、高成長事業を

中心に約85％を意志決定しており、約70％は

投資済みです。

　こうした取り組みの成果として、2017年度

に増収増益に転換し、2018年度も車載事業を

はじめとする高成長事業が牽引する形で増収

増益を達成できる見通しです。長年培ってきた

強みや仕込みを土台とし、3つの事業区分により

成長領域を明確化して、大胆な投資を実行して

きたことが、いまようやく花開きつつあると考

えています。

戦略投資の意義について少し補足し

ます。私は、2012年10月からコーポレート戦略

本部経理事業管理部長として全社の業績を

管理・統括するよう努めてきました。具体的に

は、カンパニー・事業部の経営を「見える化」し、

社長をはじめマネジメント層にタイムリーに

情報を提供しながら課題提起を行い、赤字事業

の方向づけを行いました。これはいわば「マイ

ナスの削減」であり、結果として利益は改善しま

したが、売上は減少し続けていました。このまま

では「ジリ貧経営」、「縮小均衡」になるという、

強い危機感がありました。

　こうした中で、１兆円の戦略投資の方針に

より、投資先について検討・議論を重ねて、成長

領域が定まってきたことは大きな成果であった

と考えています。例えば、三洋電機をとり込み、

コア技術を強化した車載電池は、さまざまな

投資の可能性を探る過程で、高い成長領域で

あることがはっきりとわかってきました。

　また、「1兆円」というシンボリックな数字を

打ち出したことで、全社員が再び目線を上げ、

成長に向けて感度を上げることもできました。

社員のマインドの変革という観点でも、戦略

投資は意義があったと考えています。

「高成長事業」を中心に1兆円の
戦略投資を実行、その成果が出始めた

これまで津賀社長を支えながら
改革を進められてきました。
改革を振り返り、特に重要であった
取り組みについて教えてください。

佐 藤

梅 田

増収増益に至るまでの振り返り

Panasonic Annual Report 2018 26



投資と財務規律のバランスを注視し、
アクセルとブレーキを適切にコントロール

1兆円の戦略投資を着実に回収し、
今後のさらなる成長に向けた投資原資に

投資と財務規律

CSO・CFOメッセージ

今後どのような考え方で
成長への投資を実行されていきますか？
財務的な視点も含めて教えてください。

当社には車載電池など非常に大きな

成長領域がありますが、成長を実現するには

大きな投資が必要になります。こうした中で、

私がCFOの立場から注視しているのは、やはり

投資と財務規律のバランスです。どちらかと

言えば、CEOやCSOが投資のアクセルを踏む

役割を果たしますので、CFOにはブレーキを

踏む役割が求められます。ただし、ブレーキを

踏むばかりではなく、成長機会を逃さないよう

にしていくことも非常に重要だと考えています。

アクセルを踏むための燃料として投資原資を

確保するのはCFOとしての役割であり、反対

するばかりではいけません。投資と財務規律の

バランスを常に意識しながら、アクセルとブレー

キを切り替えるタイミングを間違えないよう

にしなければいけないと考えています。

過去パナソニックはプラズマパネルへ

の投資含め、投資にすべて成功してきたわけでは

ありません。CSOとCFOがお互いの領域につい

て深く理解し、課題認識や価値観を共有しながら

意思決定し、うまくブレーキとアクセルをコン

トロールしていくことが大事と考えています。

　その意味では、CFOの梅田とはかなりの頻度で

議論、会話をする機会を持っているので、課題

認識にズレはありません。納得いくまで議論して

お互いに同意したうえで意思決定ができており、

非常に健全な状態であると感じています。

2015年度から実施している１兆円の

戦略投資は、その資金を、手元資金や事業からの

キャッシュ・フロー、社債発行で賄ってきました。

今後のさらなる投資の原資については、もち

ろん、最善の資金調達方法を検討していきます。

まずは、１兆円という大きな投資をしてきたわけ

ですので、この投資に対するリターンを回収し、

資金を創出することが基本と考えています。

確実な回収に向けては、取締役会や、グループ

戦略会議において、投資案件の進捗管理、モニタ

リングを徹底していきます。

　また、戦略投資の回収を通じて、当社が重視

する「投下資本収益性」の改善も図っていきます。

そして、全社ベースでは継続的にROE10％以上

を目指します。一方で、今後の積極的な投資や、

事業構造の変化に対応できる「財務安定性」も

重視していきます。

佐 藤

梅 田

梅 田

ムーディーズ

A-2

a-1

スタンダード＆プアーズ

格付投資情報センター

格付機関 長期 ［アウトルック］

ー

A ［安定的］

［安定的］A－

［安定的］A3

短期

格付（2018年7月31日現在）

ROE

20

0

−20

−40

−60

（%）
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米国会計基準 IFRS

（各表示年3月期）
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「あれもこれも」からの脱却を目指す
事業ポートフォリオマネジメント

さらなる飛躍に向けて

増収増益に転換したパナソニックが
中長期的にさらに成長していくための
課題を教えてください。

最大の課題は、事業ポートフォリオ

マネジメントであると考えています。現在37の

事業部がありますが、当社の限られたリソース

をすべての事業部に振り向けることはできま

せん。いままでパナソニックでは「あれもこれも」

を追求することが続いてきました。これは良く

言えば裾野が広いということですが、メリハリ

が不十分であると考えています。投資家の皆様

からは「グローバル競争に勝ち残るためには、

事業の選択と集中をすべき」、「市場に成長性が

ある事業領域で、かつグローバルに競争力を持

つ事業に経営資源を集中すべき」、「成長が望め

ない低収益事業からは撤退すべき」といった声

をいただきますが、これはもっともなご指摘で、

私も課題認識を持っています。

　メリハリをつけて、領域を絞っていくにあたっ

ては、将来どのような会社になりたいのか、と

いう会社のビジョンが一番重要です。これを明

確化して判断軸としたいと考えています。また、

もちろんリターンが期待できるところに張って

いくことも重要ですので、ひとつの物差しとして、

投下資本収益性やキャッシュ・フローといった

定量的な判断軸も活用していく考えです。

佐 藤

「どんな会社になりたいのか」
を明確にし、全社最適の
リソース配分を追求
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CSO・CFOメッセージ

事業部の個別最適を超え、
全体最適を目指す

経営者人材の候補に
積極的に成長機会を提供

持続的な成長の基盤として、
経営者人材の育成については、
どのようにお考えですか？

事業ポートフォリオマネジメントは、

収益性の向上という観点でも重要な課題です。

津賀改革が始まった2012年度以降、営業利益

率は5％という水準を目指して取り組んできま

した。しかし、これは「最低限生き残ることがで

きるレベル」です。このレベルの達成が見えて

きたいま、さらに収益性を改善するには事業に

メリハリをつけていくことが不可欠だと考えて

います。

　加えて、事業ポートフォリオマネジメントは

資金創出という観点でも意義があります。さき

ほど申しあげたとおり、今後の投資原資は戦略

投資からの回収が基本ですが、事業の入れ替え

によって資金を創出したり、メリハリある投資

を徹底することで、より多くの資金を成長事

業に振り向けられる形を実現していきたいと

思います。

事業ポートフォリオマネジメントを

推進していくうえでは課題や難しさもあります。

現在パナソニックが採用するカンパニー・事業

部制は当社の強みの源泉でもあるのですが、

個々の事業部は、個別最適で将来を切り開こう

という志向に偏りがちです。自らの事業を否定

することは難しく、事業をやめるという決断は

非常にしにくいものです。しかし、ターゲット

としている市場や産業に将来性がなく、「立地」

が悪化している事業にこだわっていても、全社

的な成長や収益性の向上は望めません。パナ

ソニックは、頑張ろうと言うとみんなが頑張っ

てしまう真面目な会社なのですが、頑張るべき

領域を間違えると当然成果は得られません。私

たち本社にいる者が、たとえ嫌われたとしても

冷静な判断を行い、個々の事業部という枠を

超えた全体最適を実現していくことが肝要だ

と考えています。

将来を担う経営者人材の育成は極めて

重要な課題だと認識しています。経営者として

の能力を身につけるためには、たとえ規模は小

さくても、若いうちから色々な機能を持つひとつ

の会社の責任者として自らが判断を下していく、

そういった経験を積み重ねていくことが重要だ

と思います。「後ろを振り返ったら誰もいない」、

つまり「自らが全責任を負って決断しなければ

いけない」という状況をできるだけ沢山経験

することです。自らの経験を振り返っても、

このような修羅場に近い状況に身を置くことで

鍛えられたと思います。

同感です。海外の小さい組織であって

も、経営者として、経営のサイクルを回す経験は

重要だと思います。一方で、パナソニック全体

を見渡し、この規模の会社がどのように回って

いるかを掴むことも重要だと考えています。私

の経験上、どちらか一方だけでは駄目だという

のが実感です。パナソニックは規模が大きく、

事業領域が広いだけに、すべてに精通すること

は困難です。松下幸之助創業者は、「経営のコツ

ここなりと気づいた価値は百万両」と言いました

が、こういった両面の経験をすることで、この

パナソニックを経営するコツや勘所が磨かれて

くるのだと思います。

パナソニックにおいて、すべての領域

に精通した経営者を育てることは難しいと思い

ます。そのため、特に当社では「任せるべき人に

任せる」ということが重要になります。そういう

経営の目を養う経験も必要だと思います。我々

の責任として、将来の経営を担う人たちのため

に、このような経験の機会をできるだけ沢山

提供していきたいと思います。

佐 藤

佐 藤

佐 藤

梅 田

梅 田
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梅 田

事業ポートフォリオ最適化の実現 投資家の皆様との対話を経営に活かす

最後に、投資家への
メッセージをお願いします。

私は、事業部が投下資本収益性をさら

に意識し、目先ではなく、10年、20年といった

先まで見据えて、自主自立で経営が回る状態、

自立的な変革が自然に起きるような状態を目

指していきたいと思います。そして、それらの事

業部が「ひとつのパナソニック」として有機的に

結びつき、企業価値が向上していく姿を実現で

きるよう、取り組んでいきたいと考えています。

　最後に、今後も投資家の皆様にとって有用な

企業情報は積極的に開示し、皆様から率直な

ご意見をいただければと考えております。皆様

の声を経営に活かして、持続的な成長と、企業

価値向上を実現してまいります。

事業ポートフォリオ最適化の取り組み

は、まだ端緒についたばかりです。これは日本

企業共通の課題ですが、当社がベースを置く

日本の社会構造や労働環境を考えると、ドラス

ティックに事業をやめてしまうという選択肢に

ついては慎重にならざるを得ない面があります。

またさきほど申しあげたとおり、個別最適を追求

する事業部を束ねて、全体最適を実現していく

難しさもあります。しかし、CSOとして、今後の

成長を確実にするために、事業ポートフォリオ

マネジメントに全力で取り組み、早期の最適化

を目指します。

佐 藤

投下資本収益性を
さらに意識
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経営環境の変化に対応し、
ガバナンスのさらなる進化を図ります

取締役会長

長榮  周作

取締役会議長メッセージ
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ガバナンス強化の取り組み

継続的にガバナンス改革を推進 社外の多角的な視点を経営に活かす

取締役会

指名・報酬
諮問委員会

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

女性取締役
就任

社外取締役増員
（3→4名）

外国人取締役
就任

設置

（社外人数 /全委員数） 1名 /3名 2名 /4名 3名 /5名

取締役数削減
（17→12名）

社外取締役比率
1/3以上

仕組み等

株式報酬型
SO*導入

社外役員
コミッティー設置

社外役員事業場
訪問開始

ESVプラン*
廃止

代表権付与の
見直し

取締役会
実効性評価開始

取締役・執行役員
役割の明確化

顧問制度の
見直し

* ストックオプション

* いわゆる買収防衛策

　当社のコーポレート・ガバナンス体制において、

「執行機能」は社長以下の執行役員が担当し、

「監督機能」と「コーポレート戦略の意思決定

機能」は会長が議長を務める取締役会が担って

おります。その実効性を向上させるべく、ガバ

ナンス改革を推進してきました。

　取締役体制については、2017年度に取締役

の人数を17名から12名に減らすとともに、社外

取締役比率を3分の１まで高め、2018年度には

外国人取締役を1名選任するなど、経営の機動

性・透明性・客観性の向上を図っております。

　また、「日本版コーポレートガバナンス・コード」

の適用が始まった2015年度には、取締役などの

指名や報酬制度について、審議・答申する「指名・

報酬諮問委員会」を任意で設置しました。翌年度

には、同委員会の半数以上を独立社外取締役と

するなど、その役割の強化を図っております。

　当社の経営環境は大きく変化しており、SDGs※

などを背景とした社会課題解決に対する企業

への期待も高まっております。今後もこうした

さまざまな変化に対応し、継続的なガバナンス

改革に取り組んでまいります。

　コーポレート・ガバナンスは、経営の迅速で

果断な意思決定を促す仕組みであり、かつ経営

の暴走や組織全体での企業倫理の逸脱を防ぐ

ための仕組みであると言えます。こうした面に

おいて、私は社外役員に大いに期待しています。

　社外役員からは、取締役会の各議案に対して、

専門分野での経験・知見に基づいた鋭い質問や

指摘をいただいており、取締役会がより活発な

議論・審議を行う場となっております。加えて、

取締役会実効性評価で社外役員からいただいた

意見を踏まえ、中長期的な戦略を討議する時間

枠を新たに設定するなど、取締役会の活性化を

図っております。

　また、2016年度から社外役員が当社の事業

場を訪問し、モノづくりの現場を実際に見て、

理解していただく「社外役員事業場訪問」を開始

しました。社外役員には現場の従業員との積極

的な対話に努めていただいております。

　社内だけの論理で考えるのではなく、社外役員

の多角的な視点を踏まえ議論・審議をすること

で、当社の目指す“衆知を集めた経営”が実現で

きると考えています。
※ SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な
開発目標）
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4名の社外取締役が、当社の経営に対する印象や、

取締役会の変化と課題、経営幹部人材の育成について語りました。

ガバナンス強化で活性化する取締役会

奥 正之
（株）三井住友フィナンシャルグループ 名誉顧問。
多くの国際的M&A案件に関わり、国際金融法務に精通。

筒井 義信
日本生命保険相互会社 代表取締役会長。
経営トップとしての豊富な経験に加え、国内外の金融情勢
にも精通。

奥

社外取締役座談会

　　　　先ずは創業100周年おめでとうございます。ここ

10～15年を振り返ってみますと、パナソニックの事業を

取り巻く環境は激しく変化しました。デジタライゼーション

の進行から、日本の家電メーカーはアジア、特に韓国に押され、

業界全体が大きく揺れ動いていました。このような変化を

先取りすることがなかなか難しく、対応に追われる時代が

続く中で、パナソニックはB2Bの強化に着手するとともに、

広くアジアや中南米といった海外展開も進めました。

　2012年に津賀さんが社長に就任してから、事業の基盤

であるB2Cをしっかりと立て直し、そこで生み出した

キャッシュをB2B領域の拡大に活用していく考えの下、

価格競争に陥りやすいB2Cから長期的に安定収益の見込

めるB2Bへのシフトが明確に打ち出され、組織体制の改革

社外取締役から見た「パナソニック」

創業100周年を迎えた当社は、これまで絶えず変革を
重ねてきました。次の100年に向けて新たにスタート
した当社に対する率直な印象をお聞かせください。
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大田 弘子
政策研究大学院大学教授。元経済財政政策担当大臣として
国の経済政策に関わる。公共経済学・経済政策が専門。

冨山 和彦
（株）経営共創基盤 代表取締役CEO。（株）産業再生機構の
元COOとして多くの企業再生に関わる。日本におけるコー
ポレート・ガバナンスの第一人者。

も進みました。そのビジネスモデル変革、基本戦略は正しい

と思っています。B2Bの領域でも中国企業が台頭し、競争も

厳しくなってくると見ていますが、今後も柔軟かつスピード

感を持った経営を進めてほしいと思っています。

　　　　100年も続く企業体には、それなりの粘り腰や

したたかさが備わっているはずで、パナソニックはその

側面をしっかり発揮し始めているように思います。車載

事業などB2Bにシフトしつつ、そこで家電で培った強み

を活かし、かつ家電事業でも新機軸を打ち出し、他方で

新分野のソリューション事業もしっかりと育っています。

津賀さんの下で、4人のカンパニー長が同じ方向を向いて、

それぞれの強みを作りつつあることを実感しています。

　「変わる」というのは国の政策でも本当に難しく、並大抵

のことではないのですが、いまのパナソニックは「変わる力」

を持ちつつあると思います。環境変化のスピードが極めて

速い業界では、答えは常に変わっていきます。ですから

「変わる力」を常に内に持っていないといけません。いわ

ゆる大企業病とは、内向きのエネルギーばかりが強い状態

で、パナソニックにもその体質はまだいくらか残っていま

すが、「変わる力」、つまりエネルギーを外に向ける動きが

起こってきています。今後も、変革の力をさらに伸ばし、

より柔軟に新しいものに挑戦していくことが重要だと思っ

ています。

　　　　奥さんがおっしゃったように、日本の製造業は、

デジタライゼーションやグローバリゼーションによる「不

連続な変化」の中で、長年培ってきた「勝ちパターン」を

崩され、そこから復活するのに大変苦労してきました。

日本企業の組織力の強さというのは、連続性とか、同質性に

基づいた「あうんの呼吸」による共同作業だったのですが、

「不連続な変化」に対しては、そうした強さはむしろ悪い方向

に作用することが多く、そのときに不連続性であるとか、

多様性というものを組織内にビルトインして、ある種の

新陳代謝が不可欠になります。

　私が2年前に社外取締役として来たときのパナソニック

の印象は「想像していたよりは新陳代謝が進んでいる」と

いうものでした。と言ってもいまの若返り程度で十分かと

言うと、それは十分ではありません。デジタライゼーションも、

グローバリゼーションもまだまだ止まらないでしょうから、

引き続き組織レベルで新陳代謝を進めていく必要があり

ます。そのリバイタライズの努力に対して、私もコーチング

大田

冨山

Panasonic Annual Report 2018 34



社外取締役座談会

　　　　10年前のパナソニックの取締役会は、時間通りに

進行するいわゆる伝統的企業の典型的なものでしたが、

そこがこの5、6年で自律的進化を遂げ、かなりオープン

エアになり、非常によくなりました。いまは、株主の皆様に

経営を受託された社外取締役の立場から、執行側が考える

戦略を確認し、リスク面についても色々と質問をし、活発に

議論できるようになってきております。

　　　　確かに私が来てからの2年間だけでも、ディスカッ

ションや発言が活発になっていると感じます。取締役会

での議論は今後の経営を担う人材を評価する意味からも

パートナー的に背中を押し続けたいと思っています。

　　　　パナソニックは、幅広い事業をグローバルに展開

しており、当然さまざまなリスクに直面しています。それ

だけに、投資家の皆様がパナソニックに求める持続的成長に

向けた各事業のマネジメントやガバナンスの体制強化は、

非常にチャレンジングで難度が高いものです。パナソニック

は、いまそこに果敢に取り組んでいると感じています。

　その際、創業100年を迎えたパナソニックは、松下幸之助

筒井

取締役会での議論は
明らかに活性化

創業者の精神を経営のよりどころにしてきた「伝統」は大切

にすべきです。未来のビジョンは、これまでやってきたこと

をベースにしなければ絶対に描けません。一方、「伝統」は

諸刃の剣のようなもので、ビジョンの礎となる半面、変革を

進めるうえでは障害になる場合もあり、その両立が難しい

ところです。今後の挑戦にあたり、伝統のうえに立ちながら

も全社員がベクトルをひとつにして変革を進めていくことが

重要だと思います。

大事であり、今後、社内取締役やカンパニー長も含めてさら

に発言して、取締役会の議論が活発になっていくといいと

思うのです。

　　　　パナソニックはおもしろい会社だと思います。古い

体質を持っていながら、「変わる」と決めたら、真面目に、

正面から本気で変えていく。そこがとてもよいところです

ね。指名・報酬諮問委員会では、2015年11月に設置されて

以来、本当にざっくばらんで、率直な議論ができています。

2017年度には顧問制度の見直しの議論を行い、取締役会

に答申しました。松下幸之助創業者の精神に基づいて、

ガバナンスの考え方は元々しっかりしていますが、いま求め

られているのは外からも見える透明性なのです。そこがこの

2、3年で急速にできてきたと思います。

　　　　私は取締役会での意見に対する対応がすごく早く

なったという印象があります。例えば、去年「取締役会実効

性評価アンケート」で中長期的な課題認識や経営戦略を

含めて、CEOの考えを聞きたいと提案したところ、早速次の

取締役会から取り入れられ、今も続いております。トップ

の“考え”を窺い知る貴重な機会と捉えています。

　　　　私も「取締役会の議論は、個別案件ばかりで経営

戦略的なものが少なく、おもしろくない」と言ったことが

奥

冨山

奥

大田

大田

取締役会の実効性

変革をし続けていくうえで、取締役会の実効性は重要
な要素です。ガバナンス強化に取り組んできた当社
取締役会の変化と課題について、ご意見をお聞かせく
ださい。
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　　　　私が社外取締役に就任した2013年の頃と比べ

ると、経営幹部育成や選抜、サクセションプランに関する仕

組みはかなり整備されてきた印象があります。

　実際、いま指名・報酬諮問委員会では「CEOの後継者に

求められる資質」や「望ましい承継時期」などに関して、透明

性を意識しつつさまざまな議論をしています。求められる

資質としては、非常に変化のスピードが速い業界ですから、

あるのですが、すぐに決議議案とは別に、さまざまなテーマ

について自由に討議する時間が設けられました。パナソ

ニックは4カンパニー全体で相当幅のある事業をやって

いますので、中期計画や長期戦略について、こういう枠を

活用して色々なテーマを討議することを繰り返しやって

いくことが重要だと思います。

　　　　そうですね。例えば、「事業ポートフォリオ」や、

「投資と財務規律のバランス」といった、戦略的なテーマに

ついては、十分な時間をかけて、全員が丁々発止で、意見を

戦わせながら建設的な議論ができると、よりいいでしょうね。

　　　　おっしゃるとおりだと思います。特に、社外取締役

は執行の実情はよくわからないので、形式的な審議では

正しい判断ができない可能性があります。だから、納得感

が得られる審議をすること、すなわち、社外取締役が本当

に納得して応援できる意思決定になっているかどうかが

大事です。一般に、監督と執行は分離されるべき、とよく

言われます。ガバナンスの仕組みとして大事なことですが、

一方で、監督と執行が一体感、信頼感を持ったひとつの

チームとして、実質的な審議をし、意思決定を行うことも

大事です。取締役会で課題や解決策が早い段階で提示され、

我々が確認する。このせめぎ合いの中で意思決定されて

こそ、取締役会の実効性がさらに上がると思います。「目指

すべき取締役会の姿」に向けて、今後も持続的に努力し続

ける必要があります。

冨山

筒井

決まった答えがあるわけではなくて、その時点で判断する

ことになると思います。ただし、全社的な視点で考える力

や、ビジネスモデルへの感度、柔軟に戦略を選ぶ力などは

常に重要です。

　　　　事業全般を統制できる視野の広い人材をどのよう

に作っていくか、というのは本当に大きな課題だと私も

思っています。これだけ事業領域が広くて、グローバル

なのですから、カンパニー制や事業部制は理にかなって

いますが、そうした組織形態は広い視野を持つ人材の育成を

難しくしていく危険性もあります。もちろん各専門領域での

ビジョンを持つことも大事なのですが、それをベースとして、

他カンパニーや他の事業部に対しても一定の知見を持ち

大田

実質的な審議が
今後益々重要に

筒井

次代を担う経営幹部人材の育成

これからの当社の経営幹部に求められる資質と育成
方法について、ご意見をお聞かせください。
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人材育成・登用の
仕組みは整備されてきた

社外取締役座談会

全社的なビジョンを持つ人材を育てていく必要があると

思います。そのためには、早い段階から横断的な人的交流や、

ローテーションを意識的に実施していく必要もありますね。

また、20代後半とか、30代全般の若い人に短期間の社内

留学を経験させるやり方も考えられます。

　　　　CEOというのは、多様な地域への事業展開という

ジオグラフィカルな軸と、多様なビジネスという事業の軸、

さらに企画、開発、生産、販売、財務といった機能の軸、この

3軸をいつも考えていかないといけません。しかし3軸すべ

てのスペシャリストなんてあり得ませんから、現実的には

各ポジションにしかるべき人を置いて、その最適な組み合

わせによってやらざるを得ないでしょう。ですから最適な

人材を選ぶ「目利き力」や、「人に仕事を任せられる能力」

も大切になりますね。まさに創業者の言う「任せて任さず」

冨山

がいまこそ大切だと思います。そのためには、CEOの右腕

になれる、CFO、CSO、CTOなどの後継者育成も同時に

考えていくことも重要だと思っています。

　　　　経営幹部については、私は、情報と技術を結びつ

けて考えられる潜在能力の高い人をどう育てていくのか、

それが大事だと思っています。加えて、「グローバルマインド

を持っている」ということも重視しています。グローバル

な視点から色々なものの組み合わせができる経営経験の

ある人材を、長期的な視点でどう育てるか。頭で考えさせる

だけではなくて、実際に色々な経験をさせて、育てていく

しかないでしょう。あと、外国人をどう経営幹部人材として

育成するかですね。

　　　　確かに、ダイバーシティは重要で、日本人だけで

なくグローバルに今後の経営を担う人材を持つこと、プール

を大きくしておく必要がありますね。

　　　　ダイバーシティの観点で言うと、女性の幹部職も

もう少しいてほしいですね。

　その他大きく変わったところでは、いまパナソニックは

社外からの登用を結構ドラスティックにやっています。樋口

さんは元パナソニック社員なので完全な外部とは言えない

かも知れませんが、役員クラスを外から招聘するような

ことは、かつてのパナソニックでは考えられなかったと

思います。これは非常によい変化ですね。

奥

冨山

　　　　会社法の定めるコーポレート・ガバナンスの基本冨山

的な原理は「資本民主主義」です。ということは、株主の

皆様は、最終的な受益者であり、かつ最終的な統治責任者

であるとも言えます。パナソニックの長期的な企業価値に

は経済的価値だけでなく、さまざまな社会的価値も含まれ

ますが、そうしたトータルな企業価値を持続的に成長させて

いくプロセスは、そこにコミットする株主の皆様と私たち

大田

投資家へのメッセージ

最後に、パナソニックの株主・投資家の皆様に向けて
メッセージをお願いします。
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株主の皆様と共同で
企業価値を向上させる

経営陣の共同作業であると考えています。私たち社外取締

役を中心とした取締役会は、そのことを明確に志向して

います。これからも、株主の皆様と一緒に歩んでいきたい

と思います。

　　　　社外取締役の立場というのは、中長期の視点で

企業を見守る投資家の皆様と同じだと思います。その観点

から言うと、いまこの時点で増収増益になったから安心、

ということでは全くなくて、常にさまざまなことに挑戦し、

成長し続けていることが最も重要なのだと思います。

　いまのパナソニックはその挑戦のために自らを「変革

する力」を内に持ち始めています。そして課題や問題点も

含めて、株主・投資家の皆様に対して正直に率直に状況を

報告しています。その意味で、とてもオープンな会社に

なっています。今後さらなる変革を進めていくうえで、この

オープンであること、外に開かれているということは非常

に重要であり、私は特にそれを高く評価しています。

　　　　株主・投資家の皆様に対する言葉としては、

日々の株価や四半期の業績は重要だと思いますが、「よ

り長い時間軸でパナソニックを見てください」というこ

とに尽きますね。

　中期計画の目標や、掲げているビジョンから見て現在

どのような状況か、今後の成長を支えるガバナンス体制の

整備にどう取り組んでいるのか、過去さまざまなリスク

に晒されながらもどのように苦境を乗り越えてきたか、

そしてこれからも乗り越えようとしているのか、といった

視点でパナソニックを見てもらえたらと思います。

　　　　100年生きてきた企業、100年トランスフォーム

し続けているパナソニックということに魅力を感じてくだ

さい。

　増収増益の達成がひとつの通過点に過ぎない、というの

はそのとおりだと思います。ただ、7年ぶりに為替を除く

実質ベースで増収増益を果たしたことには、私個人として

は、とても感慨深いものがあります。

大田

筒井

奥

　10年後のパナソニックがどういう姿になっているか、

伝統を重んじながら実績を積み重ねて進むビジネスも

あれば、過去を捨て全く違う世界で大きく伸ばしている

ビジネスもあるので、実は私にははっきり予想できません。

ただ、ひとつ確かなことは、この100年間は常にいいとき

ばかりだったわけではなく、苦しい時代も乗り越え、トラン

スフォームを続けてきたという実績があること。そして、

これからもこの企業はトランスフォームし続けるであろう、

ということです。私はそこに十分期待してよいと思って

います。
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取締役・監査役・執行役員 （2018年6月28日現在） 有価証券報告書に基づいて作成しています。

Laurence W. Bates
取締役

梅田　博和
取締役

樋口　泰行
代表取締役

佐藤　基嗣
代表取締役

津賀　一宏
代表取締役社長

長榮　周作
取締役会長

取締役

ローレンス ベイツウィリアム
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松下　正幸
取締役副会長

伊藤　好生
代表取締役

奥　正之
社外取締役

筒井　義信
社外取締役

冨山　和彦
社外取締役

大田　弘子
社外取締役
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長榮　周作

取締役会長

1972年4月 松下電工（株）へ入社
2004年12月 同社経営執行役に就任
2007年6月 同社常務取締役に就任
2010年6月 パナソニック電工（株）

取締役社長に就任
2011年4月 当社専務役員に就任

ライティング社担当
パナソニックエコシステムズ（株）担当

2012年1月 ソリューション担当
エコソリューションズ社 社長

2012年6月 取締役副社長に就任
エナジーソリューション事業推進本部担当

2013年6月 取締役会長に就任（現）

松下　正幸

取締役副会長

1968年4月 当社へ入社
1981年10月 洗濯機事業部長
1986年2月 取締役に就任
1990年6月 常務取締役に就任
1992年6月 専務取締役に就任
1995年7月 海外担当
1996年6月 取締役副社長に就任
2000年6月 取締役副会長に就任（現）

津賀　一宏
社長執行役員　CEO

代表取締役社長

1979年4月 当社へ入社
2001年6月 マルチメディア開発センター所長
2004年6月 役員に就任

デジタルネットワーク・ソフトウェア技術
担当

2008年4月 常務役員に就任
パナソニック オートモーティブシステムズ社 
社長

2011年4月 専務役員に就任
AVCネットワークス社 社長

2011年6月 専務取締役に就任
2012年6月 取締役社長に就任
2017年6月 代表取締役社長（現）

社長執行役員（現）
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー（CEO）（現）

代表取締役

伊藤　好生
副社長執行役員
オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 社長

代表取締役

1973年4月 当社へ入社
2006年4月 パナソニックAVCネットワークス社 副社長

システム事業グループ長
2009年4月 役員に就任

ライティング社 社長
2013年1月 デバイス社 社長

エナジー社 社長
2013年4月 常務役員に就任
2014年4月 専務役員に就任

オートモーティブ＆インダストリアルシス
テムズ社 社長（現）

2014年6月 専務取締役に就任
2017年4月 取締役副社長に就任
2017年6月 代表取締役（現）

副社長執行役員（現）

佐藤　基嗣
専務執行役員　CSO　CHRO

1979年4月 松下電工（株）へ入社
2008年4月 同社執行役員に就任
2011年4月 パナソニック電工（株） 

上席執行役員に就任
2013年10月 当社役員に就任

企画担当
2014年6月 取締役に就任
2015年4月 常務取締役に就任
2016年4月 専務取締役に就任

人事担当
2017年3月 パナソニック ホールディング

オランダ（有）  会長（現）
2017年6月 代表取締役（現）

専務執行役員（現）
チーフ・ストラテジー・
オフィサー（CSO）（現）
チーフ・ヒューマン・リソース・
オフィサー（CHRO）（現）

社外取締役

奥　正之
（独立役員）

2005年6月 （株）三井住友銀行 頭取に就任
（株）三井住友フィナンシャル
グループ　取締役会長に就任

2008年6月 当社取締役に就任（現）
2017年6月 （株）三井住友フィナンシャル

グループ　名誉顧問（現）

筒井　義信
（独立役員）

2011年4月 日本生命保険相互会社
代表取締役社長に就任

2015年6月 当社取締役に就任（現）
2018年4月 日本生命保険相互会社

代表取締役会長に就任（現）

大田　弘子
（独立役員）

2006年9月 経済財政政策担当大臣
2008年8月 政策研究大学院大学教授（現）
2013年6月 当社取締役に就任（現）

冨山　和彦
（独立役員）

2003年4月 （株）産業再生機構
代表取締役専務（COO）に就任

2007年4月 （株）経営共創基盤
代表取締役CEOに就任（現）

2016年6月 当社取締役に就任（現）

樋口　泰行
専務執行役員　コネクティッドソリューションズ社 社長

2003年5月 日本ヒューレット・パッカード（株）
代表取締役社長に就任

2005年5月 （株）ダイエー 代表取締役社長に就任
2007年3月 マイクロソフト（株）（現 日本マイクロソ

フト（株）） 代表執行役COOに就任
2008年4月 同社代表執行役社長に就任
2015年7月 日本マイクロソフト（株） 

代表執行役会長に就任
2017年4月 当社専務役員に就任

コネクティッドソリューションズ社 
社長（現）

2017年6月 代表取締役に就任（現）
専務執行役員（現）

取締役

梅田　博和
常務執行役員　CFO

1984年4月 当社へ入社
2012年10月 コーポレート戦略本部 経理事業

管理グループマネージャー
2017年4月 役員に就任

経理・財務担当
2017年6月 取締役に就任（現）

執行役員
チーフ・ファイナンシャル・
オフィサー（CFO）（現）

2018年4月 常務執行役員に就任（現）
パナソニック出資管理（株） 社長（現）

Laurence W. Bates
執行役員　GC　CRO　CCO

1987年3月 ニューヨーク州弁護士登録（現）
1998年9月 GE ゼネラル・カウンシル（日本統括担当）
2014年4月 （株）LIXILグループ 執行役 専務

チーフ・リーガル・オフィサー（CLO）
2018年4月 当社執行役員に就任（現）

ゼネラル・カウンシル（GC）（現）
チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
（CRO）（現）
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
（CCO）（現）

2018年6月 当社取締役に就任（現）

取締役・監査役・執行役員 （2018年6月28日現在） 有価証券報告書に基づいて作成しています。

ローレンス ベイツウィリアム
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監査役

常任監査役

安原　裕文
1979年4月 当社へ入社
2008年6月 パナホーム（株）  取締役に就任
2012年6月 同社代表取締役に就任
2014年6月 当社オートモーティブ＆インダストリアル

システムズ社 常勤監査役員
2015年6月 常任監査役に就任（現）

吉田　守
1979年4月 当社へ入社
2008年4月 パナソニックAVCネットワークス社 副社長

ネットワーク事業グループ長
2009年4月 役員に就任

AVCネットワークス社 上席副社長
2012年4月 常務役員に就任

AVCネットワークス社 社長
2012年6月 常務取締役に就任
2013年4月 技術担当

知的財産担当
情報システム総括担当

2015年4月 アプライアンス社 上席副社長
2015年6月 常務役員に就任
2016年6月 常任監査役に就任（現）

社外監査役

佐藤　義雄
（独立役員）

2007年7月 住友生命保険相互会社 取締役社長嘱代表
執行役員（代表取締役）に就任

2011年7月 同社代表取締役社長 社長執行役員に就任
2014年4月 同社代表取締役会長に就任
2014年6月 当社監査役に就任（現）
2015年7月 住友生命保険相互会社 

取締役会長に就任（現）

宮川　美津子
（独立役員）

1986年4月 弁護士登録（現）
1995年4月 TMI総合法律事務所 パートナー（現）
2016年6月 当社監査役に就任（現）

木下　俊男
（独立役員）

1983年7月 公認会計士登録（現）
1994年6月 中央監査法人

代表社員
1998年7月 米国プライスウォーターハウスクーパース 

ニューヨーク事務所 北米日系企業統括
パートナー

2007年7月 日本公認会計士協会 専務理事に就任
2013年7月 同協会理事に就任
2014年6月 当社監査役に就任（現）

安原　裕文 佐藤　義雄 宮川　美津子 木下　俊男 吉田　守
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10年間の主要財務データ

会計年度 （百万円）
売上高
営業利益
税引前利益（△は損失）
当社株主に帰属する当期純利益（△は損失）
設備投資額
減価償却費
研究開発費
フリーキャッシュ・フロー

会計年度末 （百万円）

有利子負債
現金及び現金同等物
総資産
当社株主資本
資本合計

1株当たり情報 （円）
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（△は損失）
　基本的
　希薄化後
1株当たり年間配当金
1株当たり当社株主資本

財務指標
売上高営業利益率 （％）
売上高税引前利益率 （％）
当社株主資本利益率（ROE） （％）
　売上高当社株主に帰属する当期純利益率 （％）
　総資産回転率 （回）
　財務レバレッジ （倍）
有利子負債比率 （％）
総資産当社株主資本比率 （％）
配当性向 （％）

為替レート （円）
1米ドル
1ユーロ
1人民元

米国会計基準
2009/3

7,765,507

72,873

△ 382,634
△ 378,961

494,368

325,835

517,913

△ 352,830

745,665

973,867

6,403,316

2,783,980

3,212,581

△ 182.25
△ 182.25

30.00

1,344.50

0.9

△ 4.9
△ 11.8
△ 4.9

1.1

2.1

11.6

43.5

–

101

143

–

2010/3

7,417,980

190,453

△ 29,315
△ 103,465

385,489

251,839

476,903

198,674

1,327,992

1,109,912

8,358,057

2,792,488

3,679,773

△ 49.97
–

10.00

1,348.63

2.6

△ 0.4
△ 3.7
△ 1.4

1.0

2.6

15.9

33.4

–

93

131

–

2011/3

8,692,672

305,254

178,807

74,017

403,778

284,244

527,798

266,250

1,595,269

974,826

7,822,870

2,558,992

2,946,335

35.75

–

10.00

1,236.05

3.5

2.1

2.8

0.9

1.1

3.0

20.4

32.7

28.0

86

113

–

2012/3

7,846,216

43,725

△ 812,844
△ 772,172

333,695

295,808

520,217

△ 339,893

1,575,615

574,411

6,601,055

1,929,786

1,977,566

△ 333.96
–

10.00

834.79

0.6

△ 10.4
△ 34.4
△ 9.8

1.1

3.2

23.9

29.2

–

79

109

–

2013/3

7,303,045

160,936

△ 398,386
△ 754,250

310,866

277,582

502,223

355,156

1,143,395

496,283

5,397,812

1,264,032

1,304,273

△ 326.28
–

0

546.81

2.2

△ 5.5
△ 47.2
△ 10.3

1.2

3.8

21.2

23.4

–

83

107

13.3

2014/3

7,736,541

305,114

206,225

120,442

217,033

278,792

478,817

594,078

642,112

592,467

5,212,994

1,548,152

1,586,438

52.10

–

13.00

669.74

3.9

2.7

8.6

1.6

1.5

3.8

12.3

29.7

25.0

100

134

16.4

 1. 当社の連結財務諸表は2016年3月期まで米国で一般に公正妥当と認められた会計
原則に基づいて作成していました。

 2. 営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費
を控除して算出しています。米国で一般に公正妥当と認められた会計原則では、
「連結損益計算書」においてその他の特定の費用（長期性資産の減損や構造改革費
用等）は営業利益に含まれます。詳細は、当社の有価証券報告書および決算発表資
料をご参照ください。

 3. 当社は、支払ベースから取得ベースへの調整を反映した、発生ベースでの有形固定
資産の購入額を設備投資額と定義しています。

 4. 設備投資額と減価償却費には、無形固定資産は含まれていません。
 5. 1株当たり年間配当金は各会計年度にかかる中間配当および期末配当の合計額です。
 6. 為替レートは、期中平均レートです。
 7. 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810「連結」の規定を適用したことにより、

2009年3月期の内容を組替え再表示しています。
 8. 三洋電機（株）およびその連結子会社は、2009年12月に当社の連結子会社となりま

した。2009年12月以前の三洋電機（株）およびその連結子会社の業績は当社の業績
に含まれていません。

 9. 2010年3月期～2014年3月期の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利
益は、潜在株式が存在しないため記載していません。

 10. 当社は2013年3月期より、金型に対する投資を設備投資に含めるとともに、金型の
償却費用を減価償却費に含めることとしました。これにより、設備投資額および
減価償却費の2012年3月期数値を変更しています。

 11. 当社株主に帰属する当期純利益がマイナスの期は、配当性向を算出していません。
 12. 有利子負債は、「短期負債及び一年以内返済長期負債」と「長期負債」の合計です。
 13. 各比率の算出方法は以下のとおりです。

売上高営業利益率 ＝ 営業利益 ÷ 売上高
売上高税引前利益率 ＝ 税引前利益 ÷ 売上高
当社株主資本利益率（ROE） ＝ 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均当社株主資本
売上高当社株主に帰属する当期純利益率 ＝ 当社株主に帰属する当期純利益 ÷ 売上高
総資産回転率 ＝ 売上高 ÷ 期首・期末平均総資産
財務レバレッジ ＝ 期首・期末平均総資産 ÷ 期首・期末平均当社株主資本
有利子負債比率 ＝ 有利子負債 ÷ 総資産
総資産当社株主資本比率 ＝ 当社株主資本 ÷ 総資産
配当性向 ＝ 1株当たり年間配当金 ÷ 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益

米国会計基準に対する注記

パナソニック株式会社および連結子会社
各表示年3月期または3月期末
当社は、2017年3月期の年間決算より国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しています。
また、2016年3月期の財務数値については、従来の米国会計基準に加えIFRSに準拠した数値も併記しております。
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2015/3

7,715,037

381,913

182,456

179,485

226,680

242,149

457,250

353,455

972,916

1,280,408

5,956,947

1,823,293

1,992,552

77.65

77.64

18.00

788.87

5.0

2.4

10.6

2.3

1.4

3.3

16.3

30.6

23.2

110

139

17.7

2016/3

7,553,717

415,709

217,048

193,256

248,794

235,033

449,828

124,406

725,919

1,014,264

5,596,982

1,705,056

1,854,314

83.40

83.39

25.00

734.62

5.5

2.9

11.0

2.6

1.3

3.3

13.0

30.5

30.0

120

133

18.9

IFRS

2017/3 2018/3

 1. 当社の連結財務諸表は国際財務報告基準（IFRS）に準拠しております。
 2. 当社は、支払ベースから取得ベースへの調整を反映した、発生ベースでの有形固定

資産の購入額を設備投資額と定義しています。
 3. 設備投資額と減価償却費には、無形固定資産は含まれていません。
 4. 1株当たり年間配当金は各会計年度にかかる中間配当および期末配当の合計額で

す。
 5. 為替レートは、期中平均レートです。
 6. 有利子負債は、「短期負債及び一年以内返済長期負債」と「長期負債」の合計です。
 7. 各比率の算出方法は以下のとおりです。

売上高営業利益率 ＝ 営業利益 ÷ 売上高
売上高税引前利益率 ＝ 税引前利益 ÷ 売上高
親会社所有者帰属持分当期純利益率（ROE） ＝ 親会社の所有者に帰属する当期純利益 ÷ 
期首・期末平均親会社の所有者に帰属する持分
売上高親会社の所有者に帰属する当期純利益率 ＝ 親会社の所有者に帰属する当期純利益 ÷ 
売上高
総資産回転率 ＝ 売上高 ÷ 期首・期末平均総資産
財務レバレッジ ＝ 期首・期末平均総資産 ÷ 期首・期末平均親会社の所有者に帰属する持分

有利子負債比率 ＝ 有利子負債 ÷ 総資産
総資産親会社所有者帰属持分比率 ＝ 親会社の所有者に帰属する持分 ÷ 総資産
配当性向 ＝ 1株当たり年間配当金 ÷ 基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益

IFRSに対する注記

会計年度 （百万円）
売上高
営業利益
税引前利益
親会社の所有者に帰属する当期純利益
設備投資額
減価償却費
研究開発費
フリーキャッシュ・フロー

会計年度末 （百万円）
有利子負債
現金及び現金同等物
総資産
親会社の所有者に帰属する持分
資本合計

1株当たり情報（円）
1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益
　基本的
　希薄化後
1株当たり年間配当金
1株当たり親会社の所有者に帰属する持分

財務指標
売上高営業利益率（％）
売上高税引前利益率（％）
親会社所有者帰属持分当期純利益率（ROE）（％）
　売上高親会社の所有者に帰属する当期純利益率（％）
　総資産回転率（回）
　財務レバレッジ（倍）
有利子負債比率（％）
総資産親会社所有者帰属持分比率（％）
配当性向（％）

為替レート（円）
1米ドル
1ユーロ
1人民元

7,343,707

276,784

275,066

149,360

311,641

224,405

436,130

△ 34,746

1,124,004

1,270,787

5,982,961

1,571,889

1,759,935

64.33

64.31

25.00

673.93

3.8

3.7

9.9

2.0

1.3

3.8

18.8

26.3

38.9

108

119

16.1

2016/3

7,626,306

230,299

227,529

165,212

252,905

238,214

438,851

125,551

724,841

1,012,666

5,488,024

1,444,442

1,647,233

71.30

71.29

25.00

622.34

3.0

3.0

11.1

2.2

1.3

3.8

13.2

26.3

35.1

120

133

18.9

7,982,164

380,539

378,590

236,040

392,234

226,576

448,879

△ 35,646

1,239,444

1,089,585

6,291,148

1,707,551

1,882,285

101.20

101.15

30.00

732.12

4.8

4.7

14.4

3.0

1.3

3.7

19.7

27.1

29.6

111

130

16.8
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