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主な製品・システム

家電技術を応用し、「車載」で高成長
パナソニックは、1930年代に自動車用鉛蓄電池を発売して以来、家電で培った技術を活かしながら、約80年にわたり、

車載事業を進化させてきました。現在では、「快適」「安全」「環境」の３領域において、

コックピットシステムやADAS、リチウムイオン電池など幅広い製品・システムを展開しています。

電気自動車（EV）市場の拡大や自動運転の実現に向け、クルマそのものが大きく進化する中、

2018年度には車載事業で売上高2兆円を見込むなど、当社の成長を支える事業のひとつに育っています。
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コックピットシステム、IVI、カーナビゲーション、
ディスプレイオーディオ、ヘッドアップディスプレイ、
カースピーカー、インストルメントパネルスイッチ、
テレマティクス制御ユニット　など

ADAS、電子ミラー、カメラモジュール、
ソナー、ECU、角速度センサ、舵角センサ、
車載リレー　など

リチウムイオン電池、車載充電システム、
電動コンプレッサ、EVリレー、フィルムコンデンサ、
12Vエネルギー回生システム　など
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次世代コックピットシステムの
納入を開始
欧州ジャガー・ランドローバー社に納入を
開始したeコックピットシステムには、デジ
タルAVで培ったディスプレイ技術や放熱
性に優れた小型プロジェクター技術、光学
レンズ技術などを応用、商品力を強化して
います。　

1
● ディスプレイ技術や小型化
技術、光学レンズ技術などデ
ジタル家電で培ったノウハウ

● カーメーカーと共同でIVI※1

のプラットフォームを開発

快適領域

フィコサ社子会社化による
シナジーでADAS※2開発を加速
2017年4月、スペインの自動車部品・シス
テムサプライヤー、フィコサ・インターナショ
ナル社（フィコサ社）を連結子会社化しま
した。両社の保有する技術を融合し、電子
ミラーをはじめADASの開発をさらに加速
させていきます。

2
● カメラ・ソナーや、ECU（電子
制御ユニット）などの強い
キーデバイスを保有

● グループ内の画像処理、人工
知能（AI）の技術を活用し、
システム開発

安全領域

リチウムイオン電池の生産能力
を増強、シェアNo.1を堅持
2017年1月、米国ネバダ州のテスラ社ギガ
ファクトリー内にある当社の電池工場が
稼働を開始しました。中国大連市でも
2017年度中に新工場での生産を開始し、
旺盛な需要に応えていきます。

3
● 80年以上の長い歴史を持つ
電池事業の知見・技術（品質
対応力・開発力）

● 市場シェアNo.1（容量ベース）
の車載リチウムイオン電池
生産能力

環境領域

事業の強み トピックス

新型SUV レンジローバー Velar
“Touch Pro Duo インフォテインメントシステム”
（画像提供：JAGUAR LAND ROVER LIMITED）

電子インナーミラー

中国大連市の新工場／角形リチウムイオン電池

※1 In-Vehicle Infotainment（車載情報通信システム）。
※2 Advanced Driver Assistance System
　　（先進運転支援システム）。
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EV電池の需要拡大に応える
「ギガファクトリー」が稼働

パナソニックの車載事業特集 1

（画像提供：テスラ社）
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　テスラ社「ギガファクトリー」内にある当社のリチウム

イオン電池工場は、テスラ社の蓄電システムや2017年

7月に生産を開始した新型セダン「モデル3」向けに2170

サイズ※１の円筒形電池セルの生産を担っています。テスラ

社と当社が共同で設計した高性能円筒形「2170セル」は、

電気自動車（EV）と蓄電システムの両方にとって最適な

形状となっており、最も低い生産コストで最高のパフォー

マンスを提供します。

　当社とテスラはギガファクトリーへの投資を段階的に

実施し、リチウムイオン電池セルの年間生産能力を35GWh※2

まで増強する計画です。これは、2013年に全世界で生産

されたリチウムイオン電池の総容量を上回る規模となる

見通しです。

　当社は世界の電気自動車の生産台数について、2025年度

には2016年度の約6倍の300万台以上に拡大すると見

込んでいます。当社は、EV電池の提供を通じて持続可能

なエネルギー社会の実現に貢献していきます。

GWh35

世界のEV生産台数予測（当社推定）
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気候変動が世界的な課題と
なる中、EV需要が急速に拡大
すると見込まれています。

リチウムイオン電池の年間生産能力
（2018年度計画）

約6倍

テスラ「モデル3」向けに新型バッテリーセルを生産

※1 2170は、直径21mm、高さ70mmの円筒サイズ。
※2 Wh（ワットアワー）は電力量の単位。1GWhは10億Wh。平均的な家庭
における1ヶ月の消費電力量を300kWhとして、35GWhを家庭の電力
量に換算すると、約11万7,000世帯の1ヵ月分の消費電力量に相当。
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代表取締役社長

津賀  一宏
社外取締役

冨山  和彦

グローバルで「お役立ち」を実践する
経営・ガバナンス
2016年6月からパナソニックの社外取締役を務めている冨山和彦氏と、当社代表取締役社長の津賀一宏が、これまでの

経営・ガバナンス改革の成果や、グローバル企業としての今後の経営とガバナンスのあるべき姿などについて対談しました。

代表取締役社長×社外取締役対談特集 2

重要なのは変革を持続していくこと

──津賀社長は2012年の就任以来、事業構造改革だけでなく、

事業部制の復活など、さまざまな変革を進めてきましたが、そこ

にはどのような経緯があったのでしょう？

津賀●過去10年の業績を見ると、パナソニックは成長という

意味では苦戦してきました。こうした中、ブランド力を活か

したヒット商品の創出や、製品分野ごとの垂直統合といった

ビジネスモデルで復活を目指しました。しかし、実際には

うまくいかず、私は社長就任後、この従来型のビジネスモ

デルを変える必要があると考えました。デジタルテレビな

ど赤字事業を縮小するといった構造改革を進めるととも

に、IT時代におけるグローバル競争の戦い方や会社の意思

決定のあり方を見直しました。当社は、社長が非常に強い

意思決定権を持っており、多くの情報が社長に集まる一

方、縦割り組織の間にはほとんど情報共有がありませんで

した。そこで、経営課題を議論する場として、カンパニー長を
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社外取締役の役割について

──冨山氏を社外取締役に招聘したときは、資本市場からポジティ

ブな評価を受けましたが、どのような変化がありましたか？

津賀●冨山さんが来てから、教えていただいたこと、気づか

せていただいたことはとても多いですよ。こちらがお願い

するより先に、ポン！とポイントを指摘してもらえることが

ありがたいですね。これまで私たちはガバナンスについて

も、何か不正が起きないために整備するもの、という側面

真のグローバル企業を目指して

──当社は、「A Better Life, A Better World」をスローガンに、

グローバルにお客様へのお役立ちを広げていく方針を打ち出し

ました。そのために必要な組織づくりについてはどのように考え

ていますか？

津賀●これまでの海外展開では、海外のリソースをあまり

活用できていませんでした。それは、「日本の強み」を活か

した役割分担という考えが基本であり、現地が主体となっ

て動けるだけの十分な組織能力を持たせてこなかったから

です。

　しかし、お客様は現地にいるのです。お客様へのお役立

ちは、その近くにいる人でないと、本当の意味ではわかりま

含む経営幹部から構成されるグループ戦略会議を設置し、

社長と同じレベルの情報を共有し、衆知を集めて経営する

形としました。また、会社の形も、大型M＆Aなどによって

大きく複雑になっていました。そこで事業部制を復活さ

せ、4つのカンパニーで括るという組織改革を行い、会社

全体を、より見えやすいものに変えてきました。

冨山●日本企業に共通する弱点のひとつが、意思決定能力

だと思います。決めたことを上手く実行する現場力は高い

が、意思決定が遅い、あるいは意思決定の中味が曖昧と

いったパターンが非常に多い。私がガバナンスに関わるとき

に気にするのもそこで、誰が、どのように意思決定している

のか、その意思決定が「適時性」と「的確性」の両方におい

て、ちゃんと機能しているのかどうかを注視しています。

　これは、組織が巨大になるほど、あるいはグローバル化が

進むほど難しくなります。当社の場合、まず多くの事業部

や製品の軸があります。また、それらを束ねる4つのカン

パニー軸に加えてグローバルな各地域の軸があります。こ

れらの軸それぞれにおいて、日々ものすごい勢いで意思決

定がなされているわけで、これを組織能力として整備して

いくことは非常に大きなチャレンジになります。さらに、こ

れらの軸も、事業環境も、日々刻々と変わっていきますか

ら、改革に到達点や完成形はありません。進化し続けなけ

ればならないし、その持続性そのものも担保しなければなら

ないから大変です。私が当社の社外取締役として参画しよ

うと思ったのは、津賀さん、4カンパニー社長からなる経営

チームが、同じ問題意識と目標を共有しており、それが、私

が思い描く改革の方向性とも合致していたからです。

が大きいと考えてきました。しかし、色々とご助言をいた

だく中で、決してそういうものではなく、グローバル企業が

本来あるべき姿に向かうためのものだと、ごく自然な形で

受け止められるようになりました。

冨山●先ほど意思決定の話がありましたが、日本企業では

ボトムアップで、コンセンサスを丁寧に作りながら決めて

いくケースがとても多い。そうした「すり合わせ型」の決め方

では、平時は上の人間はチェックだけして追認していれば

よいのですが、ときにそれでは済まず、事業部長やカンパニー

長など、上がしっかり意思決定しなければならない場合が

あります。

　その多くは事業の死命を制する決断や、大きな変革を伴う

決定です。私も経営者として自らやってきたことなので

わかるのですが、これは非常に勇気が要るし、孤独に耐えて

頑張らなければならない。社外取締役の役割は、そうした

勇気ある決断を後押しすることだと思っています。そこで

誤った意思決定をしないよう、客観的にモニタリングして

応援していくことが大事なんです。外部の人間には意思

決定の中味までは解らないのでは、と言われるかも知れま

せんし、確かに内部の人と同レベルで理解できることはあり

得ないでしょう。けれどもコーチすることはできます。

それは、プレイヤーをずっと見守り続けているからです。

それが私たち社外取締役の役割だと思っています。
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ガバナンスの要諦は理念・価値観の共有

──グローバルな事業展開を進めていく際に、ガバナンス面では

どのようなことがポイントになるのでしょうか？

冨山●まず言えるのは、「統治する側」と「統治される側」の

間に情報の非対称性をできるだけ作らないことですね。ど

ちらかがどちらかを騙していてはいけない。両者の情報

ギャップをどこまで埋められるかがポイントです。

　それ以上に重要なのは、経営上の規律、価値観といった

ベースが、グループ内の人間にどこまで共有化され、本音

の部分で一致しているか。これは非常に大事なことだと

思います。

　宗教や人種が違っても、グローバルで通用する普遍的な

理念・価値観であるかが、これから非常に重要になって

くるし、私はガバナンスの要諦はそこではないかと考えて

います。

津賀●パナソニックには、創業者が残した経営理念があり

ます。そしてこれをグローバルにわかりやすく言い表した

「A Better Life, A Better World」という言葉をブランド

スローガンとしています。従来の家電などのB2C分野で、

個人のお客様にお役立ちをする「A Better Life」だけでなく、

B2B分野で、社会課題に対しお役立ちを図る「A Better 

World」でも貢献できる領域が広がっています。社員一人

ひとりが、この理念を具体的な行動に落とし込み、また

それをグループ内の他の組織にも展開していくといった

プロセスを通じて、経営理念を、手触り感をもって実践して

いくことが重要だと考えます。

冨山●グローバル化や事業内容の変化が進む中で、理念の

形は時代に合わせて進化していって良いと思います。逆に、

進化させた人たちのオーナーシップが生まれるから、むしろ

変わっていった方が良いかもしれません。難しいのは、

企業である以上、理念とは別の次元で、経済競争という

無機的な行為を必要条件としてやらなければならないこ

とです。この2つは短期的には矛盾することはあっても、

長期的には一切矛盾しないと私は考えています。グローバル

化が進む中、変革は、粘り強く進めていく必要があると

思っています。

　このような変革のプロセスには、シーソーみたいなところ

せん。開発・生産・販売の組織能力を、お客様に近い現地に

持たせることが非常に重要で、そのためには日本を中心に最

適化された体制を一旦崩さなければなりません。結果とし

て、一時的に効率が低下しても、長い目で見れば、日本中

心よりも必ず良くなると信じています。

　実は、私が車載事業を担当していた頃にそういう事例が

ありました。当時はどこの国でも、日本人社員の間に「主役

は自分たちで海外は出先」という意識が強く、結果として

十分お役立ちすることができなかった。そこで私は「海外が

主役、日本はそのサポート役」という組織形態に変えたの

です。数年後には現地社員たちが力をつけ、アメリカと

ヨーロッパが連携して互いの足りない部分を補い合うと

いったことも起きてきました。そうした体験があるので、

全社で一気にやるのは無理でも、M&Aなどの機会を捉え

て日本中心の形を崩し現地に任せ、一歩一歩変革してい

こうと考えています。

冨山●そのお話は、日本のメーカー共通の課題でもあり

ますね。高度成長期からバブル崩壊ぐらいまで、日本メー

カーは製品の力を武器にグローバル展開を進め、世界市場

を席巻しました。組織能力もこのモデルに順応して進化しま

した。これを一気に転換するのは相当に難しいと思います。

しかし、これがグローバル展開の基盤ですから、転換でき

ないと海外で戦っていけません。粘り強く変える努力を

続けることが重要です。その持続的努力をした10年後と、

やらなかった10年後では、一朝一夕には埋められないほど

大きな差がつきます。

代表取締役社長×社外取締役対談特集 2
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があって、赤字などの大きなショックがあると一気にバーン

と進みますが、危機が去ってホッとするとまた戻ってしま

うこともよくあります。大事なのは不可逆的な変革です。

「もう戻ることはないんだ」「この進化を続けなければいけな

いんだ」という意識をどこまで社内で共有できるかどうか

ですね。

津賀●そういう意味では、外部のパートナーやお客様から

は「最近のパナソニックは変わってきた」とよく言われます

が、内部的に見るとまだまだ至らないことが多い気がしま

す。これは長期的な戦いになると思います。100年企業の

蓄積を、一日にして変えることは絶対にできませんからね。

冨山●むしろ、パナソニックの場合は、その100年の蓄積

を活かして、粘り強く変えていく、ということが大事だと

思いますよ。

──本日の対談の最後に、一言ずつお願いします。

津賀●創業者の言葉に「衆知を集める」、そして人の言葉を

受け止める「素直な心」が大切である、というものがあり

ますが、冨山さんのように、ダイレクトに言っていただける

外部の方の言葉に、これからも素直に耳を傾けていきたい

と思います。

　ただ、会社を本当に変えるというのは、そうした人たちに

変えてもらうというよりも、その言葉に発奮して、私たちが

自らを変えていくことだと思います。「社会の公器」として

発展を目指しながら、お客さま、社会へのお役立ちを拡げて

いくという点は変りません。冨山さんのような方に来ていた

だき、より「素直な心」になるということでは、お世辞抜きで、

非常にありがたいと思っています。

冨山●ありがとうございます。私は社外取締役という

仕事は、一種の公職だと思っています。特に上場企業は、

今言われたように社会の公器という役割が大きく、それを

担保するために私たち社外取締役がいるのだと思います。

ただ、会社の最高機関は取締役会というひとつのチームで

あり、このチームが本当に良い仕事をしたかは、未来から

遡って問われるものでしょう。短期的な結果を追わずに、

腰を据えて、企業の背骨に当たる部分をどこまで強化でき

るか。私が個々の意思決定に関わるときには、実はそれを

意識している場合が多いのです。

　メーカーの経営というのは、本当に深くて、難しい面が

多く、私も実はこれまでかなり勉強してきたんです。これ

からも一生懸命勉強して、社外取締役としてできる限り長く

貢献していきたいと思っていますので、引き続きよろしく

お願いします。

津賀●こちらこそよろしくお願いいたします。本日はあり

がとうございました。
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財務／ESGハイライト

グラフで見る主な財務／ESG指標

財 務 ハ イ ラ イ ト

E S G ハ イ ラ イ ト

売上高

国内 海外

円高による影響から、対前年で減収となりましたが、為替影響を除く
実質ベースでは、車載や家電事業等が成長し、増収となりました。

9

6

3

0

（兆円）

将来の成長に向けた先行投資や為替の影響などがありましたが、
合理化取り組みの成果や、前年度に訴訟関連費用を計上していた
ことなどから対前年で増益となりました。

当社製品・サービスの省エネ性能向上と普及による、CO2削減
貢献量の最大化に取り組んでいます。当年度のCO2削減貢献量は、
5,269万トンまで増加しました。

廃棄物・有価物の発生を抑制するとともに、再資源化量を増やし、
最終処分量を限りなくゼロに抑える、工場廃棄物ゼロエミッション化
（リサイクル率99%以上）を進めています。

ハスマン社の株式取得など将来の成長に向けた戦略投資を実施
したことにより、当年度はマイナスとなりました。

営業利益／売上高営業利益率

設備投資額※ ／減価償却費※ 

設備投資額 減価償却費

車載用リチウムイオン電池の生産設備への投資等により設備投資
は対前年で増加しました。

5,000
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3,000

2,000

1,000

0

（億円）

’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’16/3

’16/3

’17/3

2,244

3,116

米国会計基準 IFRS

フリーキャッシュ・フロー

フリーキャッシュ・フロー
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2,000

0

–2,000

–4,000

（億円）

’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’16/3 ’17/3

–347

米国会計基準 IFRS

※P23-24注記参照

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。

営業利益（左軸） 売上高営業利益率（右軸）

’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3
米国会計基準 IFRS

3.6

3.7

7.3

2,768
3.8%
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（億円）
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米国会計基準 IFRS

（%）
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製品・サービスによるCO2削減貢献量
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（万トン）

’17/3’16/3’15/3’14/3’13/3

間接的なCO2削減貢献量 直接的なCO2削減貢献量

廃棄物・有価物※の発生量と工場廃棄物リサイクル率
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100

75

50

25

0

（％）
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廃棄物・有価物の発生量（左軸） 工場廃棄物リサイクル率（右軸）

（注） 工場廃棄物リサイクル率＝再資源化量÷（再資源化量＋最終処分量）
※ 排出物のうち有価売却が可能なもの

3,958

1,311

5,269
99.0%

363

Panasonic Annual Report 201709



コーポレート・ガバナンス強化策として 取締役体制を大幅に見
直しました。これによって2017年6月29日から社外取締役比率
が3分の1に向上、取締役数も17名から12名になりました。

多様性推進は重要な経営施策のひとつであり、とりわけ日本では、 
意思決定をする職位における女性登用が課題と認識。各種施策
を推進し、 女性管理職数、役付者比率ともに増加しています。

前年度に繰延税金資産を再計上（法人税等の減少）した反動により
対前年で減益となりました。

売上高当期純利益率（右軸）親会社の所有者に帰属する当期純利益（左軸）

3,000

0

–3,000
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（億円） （%）
4.0
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–4.0

–8.0

–12.0
’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 15/3 ’16/3 ’16/3 ’17/3

1,494

米国会計基準 IFRS

親会社の所有者に帰属する当期純利益／売上高当期純利益率

親会社の所有者に帰属する持分は、円高などに伴うその他の資本
の構成要素の悪化はありましたが、当期純利益の計上などにより
増加しました。

4.0
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（兆円） （%）
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0
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1.6

米国会計基準 IFRS

親会社の所有者に帰属する持分／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当期純利益の減少により、ROEは
9.9%となりました。
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（%）
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9.9%

米国会計基準 IFRS

26.3%

2.0%

親会社所有者帰属持分当期純利益率（ROE） 

有利子負債は、普通社債の発行等により前年度末に比べ増加しま
した。現金及び現金同等物は、投資活動による減少がありましたが、
当期純利益の計上や社債の発行により、前年度末に比べ増加しました。

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持分（左軸） 総資産親会社所有者帰属持分比率（右軸）

有利子負債／現金及び現金同等物

有利子負債 現金及び現金同等物
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11,240

米国会計基準 IFRS

女性管理職数／女性役付者比率

（各表示年4月末時点） （各表示年6月末時点）
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女性管理職数（左軸） 女性役付者比率（右軸）

（注）パナソニック（株）および国内主要関係会社の管理職（課長クラス以上）と役付者（主幹と主務
を含む）が集計対象です（ただし、三洋電機（株）は含まない）。

6.9%
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取締役会構成員数／社外取締役比率
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社外取締役（左軸） 社内取締役（左軸）

33.3%

4

8
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1兆円

%約40

%約80

将来の成長に向けて１兆円を投資

戦略投資の状況

　当社は成長戦略を加速させるために、通常の設備投資に

加えて、2015年度から2018年度までに1兆円を戦略投資

に充てる予定です。これまでに車載事業のほか、B2B事業

など高成長が見込まれる事業を中心に、投資を行ってきま

した。2016年度末時点において、総額1兆円のうち約80％

はすでに投資済み、もしくは意思決定を完了しています。

　具体的には、2016年度は米国・中国において、電気自動車

向けリチウムイオン電池生産工場への設備投資を実施しま

した。M&Aでは、米国の業務用冷凍・冷蔵ショーケースの

メーカー、ハスマン社を連結子会社化しました。2017年度

に入り、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、物流ソリューションを手掛けるベルギーのゼテス・

インダストリーズ社（ゼテス社）を連結子会社化しています。

　今後の投資案件については、車載事業への投資などが

中心となる見通しです。引き続き、投資回収や想定される

リスクを慎重に見極めながら意思決定を行っていきます。

車載など高成長事業にリソース集中

テスラとの協業を強化
　テスラ社とはリチウムイオン電池事業での協業のほか、

太陽電池事業分野でも提携し、今夏からニューヨーク州

バッファロー工場で太陽電池の生産を開始する予定です。

同工場で生産された太陽電池をテスラ社に供給します。

また、テスラ社が販売する屋根材と太陽電池を一体化した

主要投資案件の概要

〈2016年度末〉

意思決定済

投資済

● 米テスラ社と共同運営する太陽電池セル・モジュール工場　住宅　

● 米テスラ社「ギガファクトリー」内のリチウムイオン電池セル工場　車載　

● 中国での車載電池製造工場　車載　

● パナホーム（株）　住宅　

● 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」　車載　

● 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」　車載　

● 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」　B2B　

● ベルギーの物流ソリューション会社「ゼテス社」　B2B　

● 米国の衛星通信サービス会社「ITCグローバル社」　B2B　

● 米国の産業用レーザーメーカー「テラダイオード社」　B2B　

● パナソニック デバイスSUNX（株）　B2B　

住  宅

住  宅

車  載

車  載

車  載

車  載

B2B

B2B

B2B

B2B

B2B

大規模設備投資

M＆A

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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「ソーラールーフ」にも使用されます。

　今後も同工場への投資を継続的に実施し、太陽電池の

生産能力を2019年までに1GWに引き上げる計画です。

中国に車載電池工場を建設
　世界最大の自動車市場である中国では、経済発展に伴い

環境問題が深刻化しており、今後環境対応車の需要が

拡大していくと予測されます。当社は中国・大連市に現地

企業との合弁会社を設立し、2017年4月に車載電池工場

を開所しました。生産開始は2017年度内の予定で、中国

だけでなくグローバルに商品を供給していく計画です。

　当社が中国に車載電池工場を設けるのは初めてで、これに

より日米中3極の生産体制が構築されたことになります。

ハスマン社を買収
　当社は、約1,854億円※を投じ、2016年4月に米国の業

務用冷凍・冷蔵ショーケースメーカー、ハスマン社を買収

しました。これにより、業務用ショーケース市場での売上

シェアは世界1位になりました。

　ハスマン社の事業基盤を活用し、世界最大規模の市場

である米国をはじめとして、カナダ、メキシコ、オセアニア

諸国にも当社の商材を投入。さらに、当社の省エネ技術、

CO2冷媒技術を供与するなど、優れた商品技術を相互活用

し、食品流通事業を将来の成長を支える事業のひとつに

育成していきます。

（画像提供：テスラ社） （画像提供：テスラ社）

※ 買収公表時の取得額（換算レート：1ドル＝120円）

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨
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社長インタビュー

代表取締役社長

津賀  一宏
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──2016年度は、為替影響を除く実質ベースで増収と

なりましたが、どのように評価されていますか？

2016年度を振り返って

A Better Life, A Better Worldを
徹底的に追求し、当社ならではの
お役立ちを世界に拡げていきます。

1

2016年度を振り返って

お役立ちの領域が拡がる車載事業

B2Bのソリューション事業を牽引するコネクティッドソリューションズ社の設立

海外の組織能力向上とグローバル展開

A Better Life, A Better Worldの実践に向けて

電機産業の未来

P14

P15

P15

P16

P17

P18

1

2

3

4

5

6

日経BP社取締役

シリコンバレー支局長、
日経エレクトロニクス編集長、
日経ビジネス発行人を歴任。

〈インタビュアー〉

浅見 直樹氏

　当社では近年、お客様のニーズを起点として、

そこに自分たちの強みや得意とする技術をうまく

活用していくことで新しいビジネスモデルへのシフト

を進めてきました。2016年度はこれまでの取り組み

──事業構造改革に関しては、これまでの取り組みで

完了したのでしょうか？ 改革の考え方を教えてください。

　必要な改革で手つかずのものはないと考えてい

ます。ただ改革の必要性は常に潜在しています。

　最近で言えば、大きな利益を稼いでいた国内の

住宅向け太陽光発電システムが赤字に転落し、

市場を海外に見出す「転地」が必要になりました。

世の中の変化によって構造改革が必要な事業は

絶えず出てくる。それを前提に、常に状況を正しく

捉え、先手を打っていく考えです。

　今後も、当社のリソース・技術によってお役立ち

を提供できる領域を絶えず探索し、お役立ち領域

の拡大を目指します。

の成果が現れ、車載事業が伸長して、実質増収を

牽引しました。
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社長インタビュー

──B2Bのソリューション事業を担うコネクティッドソ

リューションズ社（CNS社）について伺います。パナソ

ニックの旗印でもあった「AVC」の看板を下ろしてまで

CNS社を立ち上げた理由は？

B2Bのソリューション事業を
牽引するコネクティッド
ソリューションズ社の設立

3

　この分野では、事業環境が予想以上に激しく変化

しました。それはユーザーの変化というよりも、環境

に対する影響や高齢者の安心・安全といった価値観

の変化です。私が車載事業の責任者に着任した

2008年当初は、「運転する楽しみ」が重視され、電

気自動車やADAS（先進運転支援システム）、自動運

転車が注目される時代がこれほど早くくるとは、全

く予想していませんでした。

　これからは、少なくとも街中では、非常にジェン

トルに、安全に走れる車が求められています。自動車

は、将来的にかなりセグメンテーションが進むと

予想しています。公共交通機関としての車はもち

ろん、自家用車のセグメントも多様化していくと

思います。その中で、私たちも単なる部品メーカー

の域を越えてお役立ちを拡げるチャンスがあると

考えています。電池やデバイス、システム、将来的

にはモビリティサービスの領域まで、車の世界でパ

ナソニックができることが非常に多くなっており、

可能性が拡がっています。従来の部品メーカーと

いう位置づけを超えて、当社の役割は一段と大き

くなるだろうと期待しています。

──CNS社のカンパニー社長は、元日本マイクロソフト

会長などを務めた樋口 泰行氏です。

　アプライアンス社、オートモーティブ&インダス

トリアルシステムズ社、エコソリューションズ社で

は、まずは内部人材による改革を進めました。一方、

CNS社の担うB2Bのソリューション分野は、当社

としてはまだ経験が少ないので、IT業界などさまざま

な業界でトップを歴任し、この分野で豊富な経験

と知見を持つ樋口をトップに据えました。

──売り切りビジネスが中心だった電機業界で、

ソリューション事業を進めるのは大変では？

　確かに、お客様のお役には立てても、事業として

採算が取れる形にできるかどうかはやってみないと

わからない部分があります。B2Bのソリューション

には、人に接する部分、物に接する部分、データに

接する部分など多くの知見が必要で、それらの連携

で優れたソリューションとなるため、どこか1社に

　まず、AVCネットワークス社の柱だったテレビ

事業の収益性が低下し、縮小せざるを得なくなり

ました。あわせて、その他の事業ポートフォリオも

見直した結果、同社はB2B分野専業となったのです

が、単に古い事業の集合体のままでは、ソリューション

事業を強化しにくい。そこで名称をAVCネットワー

クス社からCNS社に変更し、トップも新しい人を

据えたわけです。

──自動車を選ぶ一般顧客に向けたソリューション提供

もあり得るのでしょうか？

　例えば、高齢者が安全に運転できる乗り物が求めら

れたときに、パナソニックは黙っているのかとなった

ら黙ってはいられないでしょう。今後高齢化がます

ます進んでいけば、社会からの要請として、そういう

ことも起こりうると予想しています。

──津賀社長は車載事業のトップも経験していますが、

現在の車載事業をどう捉えていますか？

お役立ちの領域が拡がる車載事業2
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──今後のグローバル展開において重要なことは

何ですか？

海外の組織能力向上と
グローバル展開

4

　海外での組織能力を高めていくことが一番大事

です。B2CでもB2Bでも、日本中心の経営から地域

主体の経営に変え、ビジネスをそれぞれの現地で

完結できる組織能力を持つことが当面の目標です。

買収した海外企業の経営に学ぶとか、その国の人間

をトップにして自由にやってもらうとか、そういう

チャレンジを海外事業で拡げていきたいと思って

います。そこでは日本人は表に立たなくても、裏方

でサポートする立場でもいい。実際、インドではそ

うした形が始まっています。

──価値観や事業環境は国ごとに異なります。

　まず、各国に行って、いろんな事業の試行錯誤を

重ねながら、さまざまなことを学ばなければなりま

せん。そうやって、可能性のありそうな国や事業の

見極めを進めているところです。

──今、注目している国は？

　グローバル展開の成否の鍵となるのは、中国での

事業だと考えています。この国はいま世界一激しく

変化しており、その中でパナソニックが存在感をどう

出せるかが、将来を占ううえで重要だと思っています。

任せれば安心という形がまだできあがっていません。

私たちの強みは、人に接するところや物に接する

ところ、そして現場の感覚と技術ですから、そこに

欠けているものを補い、お客様のお困りごとを

適切に見出すことができれば、ソリューションは

提供できるでしょう。ただこれが儲かるか、あるいは

お客様にとってリーズナブルな対価で提供できる

かは、よく考える必要があります。その一番難しい

部分を、CNS社社長の樋口とともに進めていきます。
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社長インタビュー

──パナソニックが社会に提供していくお役立ちとは、

どのようなものでしょう？

　一言で言えば、当社がスローガンとして掲げる

「A Better Life, A Better World」につきます。これを

追求していくとどのような姿になるのか、しっかり

と捉えるよう、社内に強く発信しています。

　A Better Worldは、端的に言えば「社会課題に向き

合う」ということですが、何をもってBetterなのか

──来年は創業100周年という大きな節目を迎えます。

「会社の寿命は30年」と言われる中で、この100年の重み

をどのように感じていますか？

A Better Life, A Better Worldの
実践に向けて

5

という点については、それぞれの国や地域が置か

れている状況、そして価値観によって異なります。

例えば、大気汚染が深刻で政府がトップダウンで

対策を進めている国や、社会インフラが不十分で

無電化村を抱える国など、世界中を見ていけば、日

本にいるだけではなかなか気付かないことが多く

あり、それはビジネスチャンスでもあります。

　A Better Life、つまり個人の生活の快適さや豊か

さについても、「先進的な生活」であったり、「自然

に回帰したくらし」であったりと、状況や価値観に

よって、その中身は非常に多様です。そうした多様な

価値観に対応して事業の幅を少しずつ拡げ、決し

て一通りではなく、さまざまなお役立ちを提供して

いくことで、お客様のA Better Lifeを実現していき

たいと思います。

　かつての日本では、創業者が唱えた「水道哲学」

のように、品質・性能の良い製品を、多くの人々に

安価で提供する、すなわち大量生産こそが社会へ

の一番のお役立ちでした。現在も、発展途上国など

これが求められる地域や国は世界にまだたくさん

あります。

　一方で、先進国は、モノではなくコトやサービスに

対価を払う社会に変わってきています。そこでは

　当社は創業時から、創業者を中心に多くのことに

挑戦し、さまざまな成功と失敗を積み重ねてきま

した。その中で決して変わることなく私たちが受け

継いできた「原点」は、自分たちが「社会の公器」で

あることの自覚だと思います。私たちの事業は社会

から大切なリソース、とりわけ「人」を預かり、それら

の「人」の知恵と努力を集め、社会への「お役立ち」に

変えることで成り立っています。社会へのお役立ち

は、メーカーの一方的なプロダクトアウトではなく、

お客様を基点とするマーケットインでなければな

りません。そこは100周年であってもなくても変わり

ません。私が社長に就任してから5年間のすべての

取り組みも、こうした認識から発したものです。
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モノを買ってA Better Lifeになるわけではなく、

サービスインフラの整備が前提条件です。つまり 

A Better Life は、A Better World を作らないと

実現できません。先進国においては、いいモノ自体

の定義が多様なため、個々のお客様にフィットする

個性的なモノを提供するとともに、B2B事業を通

じた間接的なお役立ちでもA Better Life の実現に

貢献していきます。

──お役立ちできる領域がどんどん拡がっているのですね。

　当社のお役立ちを拡大していくことで、結果として

利益も自ずと上がってくる、というのが創業者の

思想で、この考え方を大切に事業を進めています。

　例えばテレビ事業の人材を車載事業へ移すとお

役立ちが拡がり、この人材が担う事業・仕事の利益

率が格段に上がる。私が今までやってきた改革と

はそういうことです。

──R&Dの経験も豊かな津賀社長が、今後の世界を変え

得るテクノロジーとして関心を持っている技術分野は？

　ひとつはロボティクス分野ですね。当社の事業

で言えば、まずは産業用途ですが、個人的には、医療

や介護の世界での可能性に注目しています。高齢

者が増加するこれからの時代は、医療や介護の分野

で機械やシステムによる支援がますます不可欠に

なるでしょう。高齢者を支える、転倒しにくい、そう

いうロボットこそ求められてくると思います。

　また、住宅と家電が融合するような分野でも新

しい価値を求められるようになるはずです。高齢

者がくらしやすい住宅や、そういう住宅にセットし

やすい家電など、住宅と家電の境界領域で、パナソ

ニックにしかできない住空間価値を提供していけ

るのではないかと考えています。

──最後に、メッセージをお願いします。

　創業から約100年が経ち、この間、社会は非常に

複雑になりました。もはや、かつての「電化の時代」

のようなわかりやすいキーワードで次の時代を占う

ことはできないでしょう。100周年を機に、現在と

未来を見つめ直し、自分たちにどのようなお役立ち

ができるのかをあらためて考え、実践していく必要

があると認識しています。

　当社はこれからも、A Better Life, A Better World

を、まじめに、徹底的に追求し、実践することで成長

を実現していきます。引き続きのご支援をお願いい

たします。

──ソフトウェア化、ネットワーク化の流れが強まる中

で、エレクトロニクス技術が社会にもたらす価値が相対的

に下がってきたと感じられますが、電機産業の未来をどう

見ていますか？

電機産業の未来6

　基本機能・基本性能だけが問われるような製品は、

間違いなくコモディティー化していくでしょう。

そこで当社としては、プレミアムな領域へのシフトを

進め、多少高価でも個々のお客様のニーズにぴったり

マッチし、納得して買っていただける商品を提供して

いくことを重視しています。

　また、これまでカメラは写真を撮るためのもので

したが、それを情報収集のためのセンサーとして活

用するなどの質的な変化も見られます。高性能電

池の普及によって100ボルトの線でつながれた固

定的な世界から、より自由なモビリティの世界へ

可能性が拡がっています。このように例えばAVの

技術、ネットワーク技術やAIの技術を結びつけれ

ば、新しい分野が生みだせるのです。そういう意味

では電機もまだまだ進化できると思います。難し

いのはそれをどう事業に変えるか。事業化できそ

うな領域で、少しずつ技術を前に進めていくことが

必要でしょう。
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　当社は、2016年度（2017年3月期）の決算におい

て、為替の影響を除く実質ベースで増収を達成し、

今後の「増収増益」の実現・定着に向けた、手ごたえ

をつかむことができました。今後は、2018年度の

経営目標である、「営業利益4,500億円」、「親会社の

所有者に帰属する当期純利益2,500億円以上」の

達成を確かなものとし、企業価値を向上するため、

以下の取り組みを進めていきます。

　まず、事業については、その特性に応じた施策を

実行するとともに、中長期的な視点で、ポートフォ

リオの見直しや入れ替えも検討していきます。成

長戦略の鍵を握る投資については、メリハリをつけ

た資金配分を行い、事後のモニタリングを強化す

ることで、着実なリターンの創出を図ります。

　財務面では、事業構造の変化や、積極的な投資

に対応できる強い基盤を構築するため、引き続き、

キャッシュ・フロー重視の経営を推進し、バランス

シート視点での経営管理を強化します。

　さらに、基幹システムの再構築に取り組み、経営

判断に資する価値ある情報のさらなる可視化を実

現するとともに、間接部門の業務効率化により、働

き方改革を積極的に推進していきます。

　また、当社を取り巻く環境変化のスピードが一層

速まる中、株主・投資家の皆様とのコミュニケー

ションを重視し、その声を経営に反映していきます。

取締役  執行役員
CFO

梅田  博和

CFOメッセージ

事業部門と一体となって
成長戦略を支え、2018年度の
グループ経営目標の
達成に貢献します。

──CFOとしての抱負を教えてください。

新CFOとして
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　CFOとして、事業活動を支えるため、実効を上

げる取り組みに邁進していきます。

　当社は、「投下資本収益性」を重視し、全社ベース

では、「資本効率性」指標であるROEを意識した事業

運営を行っています。また、成長投資を支えるため、

「財務安定性」の向上にも重きを置いています。さ

らに、企業価値の源泉はキャッシュ・フローである

との認識のもと、キャッシュ・フロー重視の経営を

継続してきました。

　このような考え方のもと、全社をあげた取り組み

を進めた結果、2016年度の主要財務数値は、下記

の通りとなりました。

　なお、2015年11月のスタンダード&プアーズに

よる格上げ（BBB+からA－）に続き、2016年10月

には、ムーディーズの格付も、Baa1からA3に格上

げとなっています。

　当社では、「利益成長」重視へと舵を切り、2018

年度の経営目標として、「営業利益4,500億円」、「親

会社の所有者に帰属する当期純利益2,500億円以

上」を掲げました。この経営目標の達成に向けて、

4つの取り組みを進めていきます。

株主資本比率（米国会計基準）／
親会社所有者帰属持分比率（IFRS）

40

30
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0

（%）

26.326.3
30.629.7

23.4

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（2017年7月31日現在）

9.9%

26.3%

ROE

親会社所有者帰属持分比率

2016年度 主要財務数値

──2016年度の財務状況について教えてください。

2016年度の財務状況

’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3
米国会計基準 IFRS

（各表示年3月期）

ROE
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’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3
米国会計基準 IFRS

（各表示年3月期）

──経営目標達成に向けた取り組みについて教えてくだ

さい。

経営目標達成に向けた取り組み
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① 事業特性に応じた施策の実行、
　 ポートフォリオの見直し・入れ替え

　当社では、事業を「高成長事業」、「安定成長事

業」、「収益改善事業」の3区分に分類し、それぞれ

の特性に応じた事業戦略を実行しています。

　「高成長事業」については、経営資源を集中的に

投下し、売上・利益双方の拡大を狙います。「安定

成長事業」については、着実な利益、キャッシュ・

フローの創出を重要視した事業運営を行います。

また、「収益改善事業」については、事業の転地や

固定費削減、合理化などを行い、収益改善にこだわっ

た運営を徹底しています。

　今後も、持続的な企業価値向上のため、事業特

性に応じた施策を実行し、ポートフォリオの見直し

や入れ替えについても検討を継続していきます。

② メリハリをつけた戦略投資の実施、
　 投資後のモニタリングの強化

　成長投資による、増収増益の実現、およびその定着

を図るため、2015年度から2018年度までの4年間

に、1兆円を戦略投資に充当する予定です。

　この1兆円の戦略投資については、当社の事業戦

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ま

した。その結果、2016年度末までに、車載向け二次

電池の設備投資や、フィコサ社、ハスマン社の買収

など、約4,000億円が投資済みとなっており、その

他のものも含めると、高成長事業を中心に、約8割

が方向づけされています。

　今後も、車載関連事業への設備投資などが見込

まれますが、引き続き、リスク・リターンをしっかり

と見極め、メリハリをつけた投資を行っていきます。

さらに、すでに投資した案件からの利益、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、適宜、適切な対策を講じていきます。

③ 成長投資資金の確保

　当社では、成長投資資金確保のため、事業からの

キャッシュ・フロー創出力強化に努めるとともに、

バランスシートからの資金創出にも継続的に取り

組んでいます。その結果、2016年度のキャッシュ化

速度※は、前年度比1日改善し、30日となりました。

　また、成長投資資金の確保を主たる目的として、

2016年9月には、国内社債4,000億円を発行しま

した。本社債については、国内金利が、歴史的にも

極めて低位で推移するタイミングにて、機動的に

調達しました。
※企業の資金効率を表す指標であり、Cash Conversion Cycle
（CCC）とも言われる。売掛金と棚卸資産（在庫）の合計金額か
ら買掛金の金額を引いた金額が、売上高の何日分に相当する
かを意味し、この日数が短いほど、戦略的に使えるフリー
キャッシュ・フローが多いことを意味する。

キャッシュ化速度
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CFOメッセージ
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④ 純利益向上に向けた取り組み

　当社は、2016年度（2017年3月期）から、これま

での米国会計基準に代えてIFRSを導入※しました。

　IFRS導入の最大の意義は、今後、IFRSベースの

営業利益にフォーカスし、構造改革・品質・訴訟費

用など、従来の営業外費用に、よりスポットを当て、

その抑制を行いながら、純利益とキャッシュ・フ

ローの向上を図ることです。あわせて、国内外のす

べての子会社において、IFRSに基づく経営管理を

実施することで、経営管理精度の向上とガバナン

スの強化を図っていきます。

　以上の4つの取り組みにより、2018年度の経営

目標達成に向け、全社をあげて邁進するとともに、

利益率の改善にも努めることで、ROE10%以上の

水準を目指していきます。

　キャッシュ・フローについても、事業からのキャッ

シュ・フロー創出力を高めていくことで、戦略投資

を除く、恒常的なフリーキャッシュ・フロー（FCF）

ベースで、1,500億円以上という水準を意識してい

きます。

　当社は、現在、積極的な成長投資により、増収増

益を実現・定着させていくステージにあり、FCFに

ついても、投資への配分を優先的に行い、企業価値

向上につなげていきたいと考えています。他方、当

社は、創業以来一貫して、株主に対する利益還元を

最も重要な施策のひとつと考え、経営にあたって

きました。このような考えのもと、配当については、

連結業績に応じた利益配分を基本とし、連結配当

性向30～40%を目安に、安定的かつ継続的な配当

成長を目指していきます。

　上記方針に則り、2016年度は、前年度と同額の

1株当たり年間25円の配当を実施しました。なお、

今後も、純利益の向上とFCFの創出に努め、企業価

値の最大化を図っていくとともに、目安とする配当

性向、および安定的かつ継続的な配当成長実現の

バランスを見ながら、株主還元に努めていきます。
※ IFRSでは、従来の営業外損益のうち、金融収支（為替、金利）以
外のものは、すべて営業損益（その他損益）に算入され、営業利
益に影響を与えることとなる。

フリーキャッシュ・フロー
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──キャッシュ・フローの使途について、投資と株主還元の

観点から教えてください。

株主還元方針
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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
2008/3

9,068,928

519,481

434,993

281,877

449,348

282,102

554,538

404,687

388,606

1,214,816

7,443,614

3,742,329

4,256,949

132.90

132.90

35.00

1,781.11

5.7

4.8

7.4

3.1

1.2

2.0

5.2

50.3

26.3

114

162

–

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

 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. 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月期以前の内容を組替え再表示しています。
 7. 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。

 8. 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。

 9. 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。

 10. 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。
 11. 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。
 12. 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

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います。

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
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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

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

2016/3 2017/3

 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. 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。
 6. 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

7,626,306

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

7,343,707

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
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パナソニック株式会社
http://www.panasonic.com/jp
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