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２０１０年５月７日 

パナソニック株式会社 

 

 

新中期計画 『Ｇｒｅｅｎ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ２０１２（ＧＴ１２）』（概要） 

 

 

 

２０１０年５月７日、社長 大坪文雄が、「新中期計画」を発表致しました。その概要は以下の

通りです。 

 

１．「ＧＰ３計画」の総括 

（１）「ＧＰ３計画」でめざしたもの 

「売上高１０兆円」「ＲＯＥ１０％」「生産活動におけるＣＯ２排出量２００６年度比で３０万ト

ン以上の削減」を目標に、「収益を伴った着実な成長」をめざし、２００７年度より数々の

取り組みを実施。 

 

（２）「ＧＰ３計画」の総括 

売上・ＲＯＥ目標は大幅未達、生産ＣＯ２排出量削減目標は達成。 

＜主要施策＞ 

○海外２桁増販（※） 

・ 増販は未達成（ＧＰ３比：海外７２％、ＢＲＩＣｓ＋V：７３％） 

（※）海外の市販／システム販売 

○４つの戦略事業 

・ すべての戦略事業「ＡＢＣＤ（※）」で増販計画は未達成 

（※）A：生活快適実現、Ｂ：Ｂ.Ｂ.デバイス、Ｃ：カーエレクトロニクス、Ｄ：デジタルＡＶ 

○モノづくりイノベーション 

・ 原価構築の高位平準化や徹底した固定費削減による経営体質強化に一定の成果 

 

２．新中期計画 『ＧＴ１２（ジー・ティー・トゥエルヴ）』の概要 

（１）新中期計画の位置づけ 

創業１００周年ビジョンである「エレクトロニクスＮｏ.１の『環境革新企業』」の実現に向

け、パナソニックグループ全体で、「環境貢献と事業成長の一体化」を図りながら、「成

長へのパラダイム転換」と「環境革新企業の基盤づくり」に取り組む３年間。計画終了

時に「成長力溢れるパナソニックグループ」をめざす。 

 

（２）新中期計画のテーマ 

新中期計画では、グループとして２つのテーマを掲げ取り組む。 

・成長へのパラダイム転換 

① 既存事業偏重からエナジーなど新領域へ 

② 日本中心から徹底的なグローバル志向へ 

③ 単品志向からソリューション・システム志向へ 

成長力溢れるパナソニックグループを目指して

成長へのパラダイム転換と、環境革新企業への基盤づくり
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・環境革新企業の基盤づくり 

① 成長をベースとした収益力強化 ：グローバルエクセレンス指標(※1)の追求 

② 環境貢献の拡大  ：グリーン指標Ｎｏ.１（※2）の基礎固め 

    （※1）グローバルエクセレンス指標 

・ 「売上高１０兆円以上」「営業利益率１０％以上」「ＲＯＥ１０％以上」 

  「グローバルシェア 1 位の柱商品を複数持っていること」 

    （※2）グリーン指標Ｎｏ.１ 

・ 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 

  Ｎｏ.１商品の売上高比率、これらのトータルで「Ｎｏ.１」と呼べる姿をめざす 

 

（３）ＧＴ１２ グループ経営目標 

＜２０１２年度の経営目標＞ 

   ・ 営業利益率   ５％以上 

   ・ 売上高   １０兆円 

   ・ フリーキャッシュフロー  ８,０００億円以上（３年累計） 

   ・ ＲＯＥ    １０％ 

   ・ ＣＯ２削減貢献量（※）  ５,０００万トン 

（※）ＣＯ２削減貢献量の考え方： 

２００５年度を基準年とし、２０１２年度まで改善策をとらなかったと仮定した

場合の生産活動によるＣＯ２排出量と商品の使用に伴うＣＯ２排出量の  

合算値に対するＣＯ２削減量。 

 

（４）実施期間 

２０１０年４月～２０１３年３月（２０１０年度～２０１２年度） 

 

（５）新中期計画の名称 

Ｇｒｅｅｎ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ２０１２ （略称：ＧＴ１２） 

 

（６）トランスフォーメーション指標 

ＧＴ１２でパラダイム転換を実現するために、「トランスフォーメーション指標」を設定 

 指標 2009 年度 ※1 2012 年度 
（参考） 

2018 年度 
 

６重点事業売上比率 ３５％ ４２％ ５５％以上 
新領域 

エナジーシステム事業売上高 ５,４００億円 ８,５００億円 ３兆円以上 

   新興国売上高 ※2 ４,４００億円 ７,７００億円 － 
グローバル 

海外売上比率 ４８％ ５５％ ６０％以上 

システム・設備事業売上高 ２.２兆円 ２.６兆円 ３.５兆円以上 ソリューション 

・システム  うち、海外比率 ３３％ ３９％ ５０％以上 

※1 ２００９年度は三洋電機を年間ベースで合算 

※2 ＢＲＩＣｓ＋Ｖ・ＭＩＮＴＳ＋Ｂ（メキシコ、インドネシア、ナイジェリア、トルコ、サウジアラビア、  

バルカン諸国）における、パナソニックの市販／システム販売 
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（７）グループ中期戦略 

①グループ６重点事業による成長 

・ 「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」、「ヘルスケア」、

「セキュリティ」、「ＬＥＤ」を６重点事業とし、２０１２年度には売上成長の８割以上となる

１兆２,０００億円の増販をめざす 

・ ６重点事業に対し、設備投資の５４％、本社Ｒ＆Ｄ投資の６７％を投入（３年間累計）。

成長事業に経営リソースを大胆にシフトしていく 

 

【エナジーシステム事業】 

２０１２年度の売上高目標：８,５００億円（年平均成長率 約１６％） 

○太陽電池 

・ ２０１２年度 グローバル販売容量９００メガワット、国内Ｎｏ.１ 

２０１５年度 世界トップ３をめざす 

・ 世界最高水準の変換効率を誇るＨＩＴ太陽電池を、パナソニックブランドで発売（２０１０年

７月１日） 

・ グループ販売体制の強化 

－国内：家電・電材・住建の各販売ルートをフル活用 

－海外：蓄エネ、エネルギーマネジメントを含めたシステム販売を強化 

・ 次世代太陽電池の開発を加速 

－パナソニックの技術・ノウハウ・リソースを投入 

（尼崎のプラズマパネル工場の活用を検討） 

 

○燃料電池 

・ 本格普及に向け、コスト力強化 

 

○リチウムイオン電池 

・ グループシナジーの追求により グローバルシェアＮｏ.１堅持 

２０１２年度売上高目標：５,０００億円 

・ 事業戦略の一元化と、「強み」の徹底的な高位平準化を図り、その象徴として、 

エナジー社と三洋電機による、コラボセルの開発、コラボラインの導入などを推進 

・ グループの力を結集し、 

 －高容量化での先行による民生用市場での収益確保 

 －新材料開発によるコスト力強化 

 －家庭用蓄電、環境対応車向けなど、成長市場での商品投入 

  を推進 

 

○エネルギーマネジメント 

・ 「創」「蓄」「省」エネ＋「エネルギーマネジメント」でエナジーソリューションを提供 

・ エナジーソリューション事業推進本部（２０１０年４月１日発足）を核に、「創」「蓄」「省」エネ

のデバイス・機器をつないで、「電力」「熱」「情報」を統合コントロールするシステム商材

等、グループ横断のシステム商品開発をめざす 
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【冷熱コンディショニング事業】 

２０１２年度の売上高目標：６,７００億円（年平均成長率７.４％） 

・ ルームエアコンのグローバル展開加速 

－欧  州：空調専門店などの設備ルートを開拓 

－新興国：静音・省エネ技術を活かし、現地ニーズにあった普及モデル強化  

・ 業務用分野の拡大 

－大型空調、ヒートポンプ温水暖房に、業務用冷凍庫、ショーケース等もあわせてライ

ンナップ強化を図り、日本、欧州、中国、アジア市場を攻略 

・ 「店舗まるごと提案」の展開 

－コンビニやスーパーに対して、冷凍空調やエナジーシステムを組み合わせたトータ

ル制御等の提案を進める 

 

【ネットワークＡＶ事業】 

２０１２年度の売上高目標：２兆１,５００億円（年平均成長率 約１０％） 

○薄型テレビ 

・ コスト力と商品・マーケティング力強化で収益事業へフェーズチェンジ 

・ 薄型テレビの収益力強化 

－セット・モジュール工程のアジアシフト、部品点数の半減、ＯＥＭ／ＯＤＭの積極活用

等によりコスト力を強化 

－３Ｄ・ＬＥＤ化と重点国への集中宣伝投資、ボリュームゾーン商品を拡大 

－生産台数：２０１２年度計画３,０００万台（２００９年度実績１,５８０万台）のうち、 

新興国１,１００万台超をめざす 

・ 薄型テレビの商品力強化 

－プラズマテレビ：「３Ｄ＝Ｐａｎａｓｏｎｉｃ」を確立し、２０１２年度３Ｄ構成比７０％をめざす 

－液晶テレビ：省エネＮｏ.１のＬＥＤバックライトモデルを導入 

 

○デジタルカメラ 

・ ＬＵＭＩＸ 年間２,０００万台で、業界トップ３をめざす 

・ 一眼カメラ事業：世界最小・軽量の実現。専任マーケティング担当者をグローバルに配

置し、シェア１０％以上をめざす 

・ コンパクトカメラ事業：三洋電機とのコラボレーションにより、ラインナップ強化を図り、

新興国中心に新規需要を取り込む 

・ レンズ・光学式手振れ補正などのブラックボックス技術をさらに進化させ、超・薄型、

超・軽量、超・高画質の実現をめざす 

 

【次代の柱事業の育成】 

ヘルスケア、セキュリティ、ＬＥＤ（ＬＥＤバックライトテレビを除く）の３事業合計で、２０１５年

度売上高１兆円を目標に育成を図る。 ２０１２年度 ３事業合計売上高目標：５,４００億円 

○ヘルスケア事業 

・ ｢院内業務支援｣、「在宅ヘルスケア｣、｢早期診断・治療｣の重点３分野について、 

グループ戦略を一元化 

・ 本年１０月１日付で、「パナソニック四国エレクトロニクス株式会社」を「パナソニック  

ヘルスケア株式会社」に社名変更 
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○セキュリティ事業 

・ 海外事業の拡大により、１,０００億円の増販をめざす 

・ ＬＩＮＫ商品の拡販（ネットワークカメラ、コミュニケーションシステムなどの融合） 

・ 海外でのエンジニアリング力構築 

・ 大型パートナーとのアライアンスの推進 

 

○ＬＥＤ照明 

・ 売上高４.５倍をめざす（２００９年度比） 

・ グローバル展開の推進（圧倒的国内シェア確立、海外販路の積極的開拓） 

・ コスト力・供給力の強化（調達スケールメリットの追求、海外生産拠点の強化） 

 

②新興国を中心とした海外事業拡大 

・ 徹底的なグローバル志向へ転換し、２０１２年度の海外売上高比率をグループ全体で  

５５％まで拡大（２００９年度実績 ４８％）。特に、新興国（※）のボリュームゾーンを中

心に３,３００億円の販売拡大を図る。 

（※）ＢＲＩＣｓ＋Ｖ、ＭＩＮＴＳ＋Ｂの市販／システム販売 

【お客様起点の商品企画力強化】 

商品企画のベースとなる生活研究機能強化のため、２０１０年度に｢グローバルコンシ  

ューマリサーチセンター」を設置し、各地域とのナレッジ共有と顧客理解手法の高位平準

化を図る。 

 

【ボリュームゾーン商品開発の加速】 

生活研究を踏まえた「こだわり」と「割り切り」により、ボリュームゾーン商品の開発を加速、

２０１２年度の売上を１兆円規模に拡大する。 

 

【アプライアンス事業のグローバル拡大】 

白物セット商品（※）で、年率１５％の海外成長の実現をめざす 

        （※）ＨＡ社のエアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、掃除機、調理小物 等 

・ 日本・中国・アジア：中核市場として、既存拠点を再編・強化しながら大増販を図る 

・ 欧州：現地企業からのＯＥＭ調達等、社外リソース活用でスピーディに商品陣容を拡大 

・ インド・ブラジル：新たな生産拠点を設置し、事業の抜本的な強化・拡大を図る 

・ ヒートポンプ、インバーター、グリーン材料など「環境コア技術」の強化 

 

③ソリューション・システムビジネスの強化 

・ エレクトロニクス商品のコモディティ化が進む中、パナソニックの総合力を活かしてビジ

ネスの構造を変えるべく、ソリューション・システム志向へのパラダイム転換を図る 

・ ２０１２年度システム・設備事業売上高２.６兆円、３年間で海外比率を３９％まで高める 

・ 海外市場で年平均成長率１１％の販売増により、売上高１兆円の達成をめざす 

・ システム・設備事業推進本部を核に、７つの重点市場（※）それぞれに合った「ソリュー

ションパック」を開発、企画からメンテナンスまでをコーディネートする「まるごとソリュー

ション」の具現化をめざす 

（※）７つの重点市場：教育、ホテル、医療、交通・空港、オフィス・工場、店舗・流通、住宅 

 



 6

④三洋コラボの推進・実行 

「事業のコラボレーション」と「経営体質強化」により、２０１２年度シナジー効果 営業利益

ベース８００億円以上を実現。 

○「グループ・コラボレーション戦略ワーキング」設置 （２０１０年４月１日） 

＜コラボレーションの取り組み事例＞ 

・ アプライアンス事業：コラボ商品投入、開発の一元化・拠点統廃合により、事業戦略を

一元化 

・ 集中・集約化によるコストダウン：資材の集中購買 

・ インフラ、ノウハウの共用：海外倉庫・事務所の共用 

・ グループビジョンの統一（「エコアイディア」マークの統一、共通化等） 

 

（８）グループ戦略を支える経営革新 

①環境貢献の取り組み 

【ＣＯ２削減の推進】 

・ これまで取り組んできた「生産活動におけるＣＯ２削減貢献」に「商品によるＣＯ２削減

貢献」を加え、事業全体でＣＯ２削減を推進し、２０１８年ピークアウトをめざす 

・ 二次電池などのデバイス供給を通じた間接的な削減貢献でも大きな役割を果たす 

 

【循環型モノづくりの推進】 

・ ２０１８年「循環資源／投入資源」の最大化と生産活動からの廃棄物ゼロ化をめざす。 

・ ２０１２年度は、 

－再生資源の活用拡大（投入再生資源比率１２％超） 

－工場ゼロエミッション追求（リサイクル再資源化率９９％以上） 

－リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒ設計とリサイクル技術開発により、全社体制

のもとで設計段階から徹底強化 

 

②新規事業の創出力強化 

・ 新規事業の創出に向け、３年間で、ドメイン主体の投資（投資２,３００億円、新規事業

売上１.１兆円）および本社戦略投資（７７０億円以上）を実行 

・ 本社Ｒ＆Ｄ傘下に、「イノベーション推進センター」を設置（２０１０年４月１日）し、取り組

みの加速を図る 

 

③グローバル人材開発の加速 

・ ドメイン会社経営会議メンバー等への外国人登用の加速、幹部開発システムの統一、

グローバル人材開発会議の設置 

・ 「全社グローバルエンジニアトレーニー制度」の設置、「ワーキング・イン・ジャパン制

度」の強化等 

 

④キャッシュフロー重視の経営 

・ ３年間で８,０００億円以上のフリーキャッシュフロー創出 

－事業ポートフォリオ戦略の推進：全事業を４つに区分し（※）、成長性・収益性のバラ

ンスをとりながらメリハリのきいた投資戦略を推進 

（※）「次代を支える事業」、「柱の事業」、「再生事業」、「撤退事業」 
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－キャッシュフロー創出力の強化：「中期キャッシュフロー経営徹底プロジェクト」を推進

し、大型投資のモニタリング強化による投資回収の促進、理論在庫の全社展開によ

る運転資金の良化を進める。さらに、調達の集中化や設計ＶＥによるコストダウン、

原価構築のＤＮＡ化による限界利益率の向上なども推進 

 

 

以  上 

 
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（三洋電機のグループ会社化を含む）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 

 
 


