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2010 年 1 月 8 日 

パナソニック株式会社 

 

 

 

 

2010 年 1 月 8 日、社長 大坪文雄が、グループ社員に向けて「2010 年度経営方針」

を発表しました。その要旨は以下の通りです。 

 

 

１．新・パナソニックグループとして 

  

 ■パナソニックは、三洋電機を新たにグループに迎えた。「モノづくりで社会の発展・

豊かなくらしに貢献する」という、不変の経営理念のもと、グループ一丸となって

事業活動を進めていく。 

 ■パナソニックは、従来から、くらしに関連したエレクトロニクス事業の領域で、幅広

く商品を展開してきた。そこに、太陽電池や二次電池のキープレーヤーであり、

業務用機器やデバイスにおいて強い事業を有している三洋電機が加わることに

より、グループとして一層の広がりと深みが持てるようになった。このポテンシャ

ルを活かして、シナジーの 大化に取り組んでいく。 

 ■成長・強化に向けては、お互いに学びあい、知恵を結集し、環境・エナジー関連で

先頭に立つとともに、次の成長につながる新事業戦略を大胆に描いていく。 

■重複・課題については、客観的に互いの強みを見極めたうえで、強いところを活

かし、やめるべきはやめる。課題を出し切り、一気にやりきるスピードが重要で、

「お客様から見てどうか」ですべてを判断・実行し、ベストの姿を追求していく。 

 

 

２．創業 100 周年ビジョン 

 

 ■創業 100 周年を迎える 2018 年のあるべき姿 

⇒エレクトロニクス№１の「環境革新企業」 

（１） グリーンライフ・イノベーション 

・私たちが提供するくらしのアイディアによって、心豊かなグリーンライフスタ

イルを実現。 

・世界中の人々に、持続可能で、より安心で、より快適で、より楽しいくらしを

提案。 

・例えば、「家・ビルまるごとのＣＯ２±０のくらし」「循環型商品に囲まれたくら

し」「エコカーの進化・普及」「新興国・途上国でのエコ商品浸透」など。 

（２） グリーンビジネス・イノベーション 

・事業活動で究極の環境負荷低減を実現しつつ、その中で生み出した技術

やアイディア、取り組みを社会に広く提言。 
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・具体的には、「全ビジネスプロセスでのＣＯ２極小化」「循環型モノづくりの具

体化」「グリーンワークスタイルの徹底」「自社ノウハウを活かした環境ソリ

ューション提供」など。 

 

 ■目指すべきグループ経営の姿 

   （１）グローバルネットワーク経営 

     ・自立した各地の強い拠点同士がネットワーク化し、地球規模での 適性を

追求。 

（２） 個客接点№１経営 

・当社の幅広い商品群を活かしつつ、ＩＴを駆使した新しい関係を構築し、

個々のお客様、すなわち「個客」に提供する生涯価値の 大化を目指す。 

（３） シナジー創出経営 

・グループ内の多様な連携が常に自発的・自律的に起こり、シナジーが生ま

れる。そのような柔軟で活力あるパナソニックグループを実現していく。 

 

 ■エレクトロニクス№１指標 

   「エレクトロニクス№１の環境革新企業」のビジョン実現に向けて、「グローバルエ

クセレンス指標」を常にクリアしつつ、「グリーン指標」で No.１になることを目指

す。 

（１）グローバルエクセレンス指標 

・グローバルエクセレンス指標については、従来からの「売上高 10 兆円以

上」「営業利益率 10％以上」「ＲＯＥ10％以上」の目標を継続し、「グローバ

ルシェア 1 位の柱商品を複数持っていること」を加える。 

（２）グリーン指標 

・ＣＯ２削減と資源循環への貢献、エナジーシステム事業の規模や環境配慮

№１商品の売上高比率、これらのトータルで「№１」と呼べる姿を目指す。 

＜グリーン指標 2018 年度の概算目標＞ 

・ＣＯ２削減への貢献では、生産活動によるＣＯ２排出量と生み出した商品の

使用に伴う排出量の合算で、2005 年度を基準として試算した量の 50％、

約 1 億 2000 万トンの削減を目指す。 

・資源循環への貢献では、投入資源に対する循環資源の 大化を目指す。

あわせて、生産活動からの廃棄物は「ゼロ」にすることを目標とする。 

・事業・商品に関しては、創エネ・蓄エネなどのエナジーシステム事業で 3 兆

円以上の売上を目指す。また、環境配慮№１商品売上比率として、業界で

飛びぬけて環境配慮に優れた商品である「ダントツＧＰ（グリーン・プロダク

ツ）」の比率を 30％以上に高めることを目標とする。 

 

 ■新・エコアイディア宣言 

   「創業100周年ビジョン」を踏まえ、地球環境に対する私たちの貢献を明文化した

「エコアイディア宣言」を一新する。 

   【新・エコアイディア宣言】 

   パナソニックグループは、地球発想の「環境革新企業」へ 
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   [くらしのエコアイディア] 

私たちは、ＣＯ２±０のくらしを世界にひろげます。 

      [ビジネススタイルのエコアイディア] 

       私たちは、資源・エネルギーを限りなく活かすビジネススタイルを創り、実

践します。 

 

 

３．新中期計画における成長戦略 

 

 ■新中期計画の枠組み 

   （１）新中期計画の位置づけ 

      ・「2018 年 エレクトロニクス№１の環境革新企業」に向けた基盤づくり 

（２）基本コンセプト 

   ・環境貢献の位置づけをもう一段高め、事業成長と一体化。 

   ・グループ全体として、大胆なパラダイムシフト。 

     －「日本中心」から「徹底的なグローバル志向」に 

     －「既存事業偏重」から「エナジーなど新領域」に 

     －「単品志向」から「ソリューション・システム志向」に 

   ・これらを通して成長軌道に乗り、収益力を回復。 

（３） グループの主要事業分野 

・新中期計画では、ＧＰ３で打ち出したＡＢＣＤに「エナジー」を加えたＡＢＣＤ

Ｅを主要事業分野とする。 

・「ＡＢＣＤＥ ｗｉｔｈ ｅｃｏ」として、全ての事業分野を、環境を基軸に推進。 

（４） 6 つの重点事業 

・「エナジーシステム」「冷熱コンディショニング」「ネットワークＡＶ」「セキュリテ

ィ」「ヘルスケア」「ＬＥＤ」の 6 つをグループの重点事業として経営資源を集

中し、成長を加速。 

・これらの事業を核にして、「家・ビルまるごとソリューション」の提供に取り組

み、他社には真似のできない当社の強みを生み出す。 

 

 ■全社戦略テーマの取り組み ～グループ成長戦略の構築～ 

   （１）エナジーシステム事業 

    ①まるごとエナジーソリューションの提供 

      ・他社にできない「家・ビルまるごと」のエナジーソリューションを提供。そうい

ったソリューションを、個々の家やビルから街区や地域に拡大し、コミュニ

ティグリッドの構築につなげる。 

      ・「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」各機器の商品力、機器をつなぐことで生み出

すシステムとしての価値提案力、グローバルな販売力を徹底的に強化し、

エナジーシステムをフラッグシップ事業として確立していく。 
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    ②太陽電池事業の拡大 

      ・業界 高水準の三洋電機の技術力と、パナソニックおよびパナソニック電

工の販売チャネル、エネルギーマネジメント技術、建材・電材技術などを

掛け合わせることで事業を拡大。 

      ・三洋電機が展開している太陽電池「ＨＩＴ」の増産のために、2015 年度にか

けて 1,000 億円規模の戦略投資を行う。 

      ・2012 年度には国内№１、2015 年度にはグローバルトップ 3 入りを目指す。 

    ③リチウム二次電池事業の拡大 

      ・パナソニックと三洋電機との技術の融合による商品力強化、生産能力の

拡大に加え、車載用、家庭用市場への提案力にも力点を置き、2015年度

には売上高 1 兆円以上、シェア 40％以上を目指す。 

    ④エネルギーマネジメント（エネマネ）事業 

      ・エネマネ事業は、「創」・「蓄」・「省」エネ機器から、それらをつなぐ配電・配

線まで手がける当社ならではの強みを活かせる事業であり、新たなビジ

ネスモデルを構築し、事業拡大を図る。 

      ・個別プロジェクトを通じて、技術・商品の磨き上げ・つくりこみを進め、これ

らの取り組みをグループ横断で加速する推進母体として、4 月 1 日付で、

本社に「エナジーソリューション事業推進本部（仮称）」を設置する。 

    ⑤エコカー市場 

      ・エコカー市場では、技術革新ニーズの高い電池、熱システム、電源システ

ムの 3 つを重点分野に、事業展開を加速。 

      ・主な取り組みは、「ＥＶ用電池の高性能・低価格化」「ヒートポンプ技術を使

った冷暖房の省電力化」「低損失パワー制御技術による簡単・安全な急

速充電の実現」など。 

  （２）冷熱コンディショニング事業 

      ・民生用で培った省エネ技術や商品力と、三洋電機の業務用での強みを融

合し、スーパー、コンビニ、レストランなどの店舗に対して、総合的な冷凍

空調ソリューションを提供。さらに進んで、エナジーソリューションとも一体

となった「まるごと提案」を展開。 

（３）ネットワークＡＶ事業 

    ・新領域の開拓として、フルＨＤ3Ｄプラズマテレビを今春から 50 型以上で導

入。また 2010 年度には、液晶テレビの全モデル数の 30％をＬＥＤバック

ライト液晶テレビに。 

    ・ボリュームゾーン攻略としては、新興国のＣＲＴテレビと米国のプロジェク

ションテレビの置き換え需要をターゲットとし、現地起点の商品企画を展

開。 

    ・尼崎のＰＤＰ国内第 5 工場とＩＰＳアルファ姫路工場を稼働させる一方で、

モジュールやセットの生産の海外シフトを加速。 

・フルＨＤ3Ｄについては、撮影・編集からオーサリング、家庭での視聴まで、

Ｅｎｄ ｔｏ Ｅｎｄの総合力を発揮し、薄型テレビ事業の新しい柱として育

てていく。 
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（４）次世代に向けた成長事業 

   ・セキュリティ、ＬＥＤ、ヘルスケアの 3 事業を、将来の柱事業へ育てていく。 

   ・セキュリティについては、1 月 1 日発足のシステム・ネットワークス社を核に

関連ドメイン、本部が連携し、施工やサービスなども含めたソリューション

ビジネスを海外中心に強化。 

   ・ＬＥＤについては、垂直統合型の事業形態にこだわらず、液晶テレビや照

明など関連商品のスピーディなグローバル展開を推進。 

   ・ヘルスケアについては、現在展開している幅広い商品をベースに、グルー

プのポテンシャルを 大限に発揮し、事業拡大を推進。 

（５）グループとしての事業構造変化 

・創業 100 周年に向けて、柔軟に事業構成やビジネスモデルを変化させなが

ら、収益力を高めていく。 

・2012 年度に向けては、環境貢献と事業成長の一体化を図りながら、6 重点

事業を中心に、様々なソリューションを提供し、成長を図る。 

・2018 年度には、エナジーシステム事業を大きな核に、いくつもの柱事業が

連動し、多様な「まるごとソリューション」を提供できる企業にしていく。 

・グリーンライフ・イノベーション、グリーンビジネス・イノベーションを次々に起

こす「エレクトロニクス№１の環境革新企業」を目指す。 

 

■全社戦略テーマの取り組み ～モノづくり・経営改革～ 

   （１）自立した強い拠点の確立 

     ・現地主導で商品企画・設計から販売・サービスまでできる体制を構築し、各

地域のお客様に「 もほしい」と感じていただける商品を創出し、新たなボリ

ュームゾーンを創出していく。 

   （２）グローバルコミュニケーション革新 

     ・現地主導のイノベーション活動を、グローバルネットワーク経営に高めていく

ためのトリガーとなる取り組みとして、グローバルコミュニケーション革新を

推進。 

（３） ＩＴを駆使したＣＲＭ（カスタマーリレーション マネージメント）の推進 

・お客様にできるだけ多く集まっていただくために、検索サイト・ＳＮＳの活用

や宣伝・イベントとの連動を図り、接点数を 大化していく。また、個人に

適な情報発信・サービスを提供することでお客様との関係を深め、お客

様の生涯価値を 大化していく。 

（４） グループ経営革新の加速 

・グループの経営革新を加速するために、4 月 1 日付で、モノづくりイノベーシ

ョン本部とＩＴ革新本部を統合し、「グループ経営革新本部」を新設し、その

傘下に「環境革新部会」「Ｖプロダクト部会」「新規・重点事業推進部会」「マ

ネジメント・ＩＴ革新部会」の 4 つの部会を設置する。 

・「環境革新部会」ではエコ商品づくり、生産活動のＣＯ２削減、循環型モノづ

くりなどの活動を、全社で強化していく。 

・「Ｖプロダクト部会」では、ドメイン連携商品の拡充やデザイン力の強化を図

りながら、引き続きＶ商品づくりを推進する。 
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・「新規・重点事業推進部会」では、従来の新規事業創出活動に加えて、全

社重点事業の加速やプロジェクトの推進に取り組む。 

・「マネジメント・ＩＴ革新部会」では、本社のあり方を含むグループマネジメント

改革や、働き方の見直しなど、ＩＴを駆使しながら推進していく。 

 

 

４．2010 年 経営スローガン 

 

   【和文】 

   Ｕｎｉｔｅ Ｏｕｒ Ｅｆｆｏｒｔｓ－Ｄｒｉｖｅ Ｅｃｏ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

   力を１つに、環境革新 

 

【英文】 

Ｕｎｉｔｅ Ｏｕｒ Ｅｆｆｏｒｔｓ－Ｄｒｉｖｅ Ｅｃｏ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

 
  ・中長期の大きな目標達成に向けて、世界中の社員全員が心を1つに力を合わせ、

失敗を恐れずに「変革」、「革新」に積極果敢にチャレンジする、そのような姿を実
現していきたい。 
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◎ご参考・・・経営方針発表会概況 

 

日時 ： 2010 年 1 月 8 日  14：15～15：50 

場所 ： パナソニック（株） 人材開発カンパニー／大阪府枚方市菊丘南町 2 番 10 号 

参加者 ： 本会場   600 名 

       中継会場  約 30,000 名  （国内 214 会場、海外 8 会場） 

 

本プレスリリースには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」（米国1933年証券法

第27条Aおよび米国1934年証券取引法第21条Eに規定される意味を有する）に該当する情報が記載されています。本プレスリリ

ースにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将

来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、こ

れには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受ける恐れ

があります。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される

パナソニックグループの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがありま

す。パナソニックグループは、本プレスリリースの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うもの

ではありません。投資家の皆様におかれましては、1934 年米国証券取引法に基づく今後の米国証券取引委員会への届出等

において当社の行う開示をご参照下さい。 

なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではあ

りません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されていますのでご参照ください。

 

●米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向 

●多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動 

●為替相場の変動 （特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている

地域の通貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨） 

●資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性 

●急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで

投入するパナソニックグループの能力 

●他企業との提携またはM&A（三洋電機の子会社化を含む）で期待どおりの成果を上げられない可能性 

●パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向 

●多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力 

●製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 

●第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 

●諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない） 

●パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延

税金資産等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化 

●地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素 

 

 


