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 パナソニックの概要 

 電子部品から民生用家電、車載電子機器から住宅関連機器に至るまでの         
生産、販売、サービスを行う総合エレクトロニクスメーカー 

会社名 : パナソニック株式会社 

代表取締役社長 : 津賀 一宏 

創業  : 1918年3月7日  

連結売上高  : 7兆7000億円（2015年3月期） 

従業員数（連結） : 254,606人（連結、2015年9月30日現在） 社長 津賀 一宏 本社 大阪府 門真市 

 ショーケース 
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 セグメント別、地域別の売上 

 売上は、約3割が消費者向け、約7割が電子部品・業務用機器等の企業向け販売 
 地域別の売上は、日本が半分弱を占める 

海外販売：55%  

地域別売上 セグメント別売上 

日本 45% 

米州 
17% 

欧州 9% 

アジア  
  15% 

中国  
 14% 

約3割が消費者向け家電販売 

消費者向け 
約3割 

企業向け 
約7割 

2015年度第2四半期累計 
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 海外でも「社会の発展のお役に立つ」企業であり続ける、という経営理念で進出 
 貿易自由化・グローバル化など海外の環境変化はめまぐるしく、柔軟な対応が必要 

 海外事業の歴史 

TPP、RCEPなど 

メガFTA時代へ 

1960年代～ 1990年代～ 2000年代～ 2010年～ 

⑦ 設計・R&Dの 
  現地化 
 
⑧ サプライチェーン 
  の強化 

⑨ 現地開発力の強化 
 
 
⑩ マネジメントの現地化 
 

【パナソニックの事業展開】 

【アジアにおける貿易投資の自由化】 

③ 各国の産業政策に 
    沿った輸入代替型 
  複品事業を展開 
 

④ 円高・貿易摩擦の 
  激化により単品の 
  輸出拠点を展開 

⑤ ASEAN事業再編 
 
⑥ 地域内分業・ 
  最適地生産 
  の推進 

高関税 

工業化政策 

ASEAN+1 FTA 

新興国の台頭 

 AFTA 

地域貿易圏の構築 

1950年代まで 

① 世界の良さを学び 
  製品に取り入れる 
 
② 良い製品を世界中 
  にお届けしたい、 
  という思い 
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 企業にとってのFTAのメリット（関税） 

 FTAの有無が、生産国のコスト競争力に大きな影響を与える 
日本が多くの国とFTAを締結することにより、日本でモノを生産し、輸出する企業は、
輸入国での支払い関税の削減というメリットを享受できる 

通常の輸出 

韓国 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

日本 

EU 

韓国 

日本 

EU 

0% 

全ての国に同じ関税率 

テレビ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 14% 

FTAを活用 

原産国ごとに関税が異なる 

14% 

?% 
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 生産会社の担当者がFTAを使いたいと考えたら？ 

 FTA活用（関税の減免の享受）には、社内外の多くの関係者の協力が必要 

１． 輸入国とFTAを締結しているかどうかを確認 

２． 輸入国での関税番号(HSコード)を確認 

３． 現在の税率とFTA税率を確認 

４． FTA原産地規則等を確認 

５． FTA原産地規則を充足していることを証明する証憑を収集 

６． FTA原産地証明書発給機関に、必要事項を登録し、   

原産地証明書を発給申請、受取り  

７． 輸入者にFTA原産地証明書の原本を送付 
注）日本で、第三者証明制度を使う場合の一例 
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 FTAを戦略的に使うには、輸入国側での、FTA税率の将来的な変化まで            
理解する必要がある 

 (1) FTA税率の変化の複雑さ 

問題点 

1. 生産者・輸出者が、輸出国に
おいて、それぞれの協定文を読
み解き、輸入関税の将来的な
変化を確認するには、ある程度
のノウハウが必要 

2. 同じ輸出国と輸入国の間に 
複数のFTAが締結されている 
場合は、そのすべてを比較する
必要がある 

ベトナムにおける冷蔵庫（HS8418.21）の 

FTA税率の変化  

現在のMFN税率は25%なので、 
40%支払っているわけではない。 
（→逆転現象の例） 

① 韓国とASEANのFTA 

② 日本とASEANのFTA 

③ 中国とASEANのFTA 

④ ASEANのFTA 

通常のMFN税率 

①‘韓国・ベトナムFTA 
  （2015.12発効） 
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 生産者がFTA規則を遵守して、FTAを活用するためには、FTA原産地規則を        
熟知する必要がある 

 (2) FTA原産地規則の複雑さ 

問題点 

1. FTA原産地規則は、FTAごとに異なる。
輸出国の生産者が、仕向国ごとにFTA
の協定文を読み解いて、原産地規則
を調べ、その適切な解釈まで理解する
にはある程度のノウハウが必要 

2. 生産者は、製品の原産地規則ごとに、
原産性を立証するための書類を    
3～5年間保管し、輸入国税関の求め
があれば、それらを提出する義務がある 

FTAごとに異なるFTA原産地規則の例 

Product (A) 

FTA(1) 付加価値40%以上、又は 
4桁関税番号変更基準 

FTA (2) 付加価値 40%以上 

FTA (3) 4桁関税番号変更基準 

FTA (4) 付加価値 60%以上、又は 
条件付き関税番号変更基準 

FTA (5) 付加価値35%以上、かつ 
6桁関税番号変更基準 
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 輸入通関書類と原産地証明書のHSコードの相違が、担当者の混乱を招くことがある 

 (3)-1 HSコードの構造的な問題 

問題点 

日本のFTAを活用する際には、原産地証明書上に､FTA交渉時のHSコードを  
記載する必要があるため、輸出入通関の書類とHSコードが異なることがある。 

注） HSコードは、世界税関機構(WCO)で定められた、「商品の名称および分類についての体系」。  
各国の税関は、この番号を用いることにより、輸出入された製品が何であるのか、共通に理解できる。
このHSコードは、新製品や機能融合製品の分類、貿易量が増減した製品の新設・削除などのため、
5年ごとに改訂されている。 

FTA相手国 通関時 FTA活用時 

ASEAN, ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾌﾞﾙﾈｲ､  
ﾀｲ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ 

HS2012 

HS2002 

ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｽｲス､ｲﾝﾄﾞ､ﾍﾟﾙｰ HS2007 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ HS2012 

製品 HS2002 HS2007 HS2012 

カラーテレビ 852812 852872 

ビデオカメラ 852540 852580 

音楽用CD（記録していないもの） 852432 852340 852341 

家庭用掃除機 850910 850811 

リチウムイオン電池 850780 850760 

5年ごとの改訂でHSコードが変わった例 通関時とFTA活用時のHSコードの相違 
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 輸出国と輸入国で、HSコードの判断に相違がある場合、生産者はより煩雑な作業
を強いられる 

 (3)-2 輸出国と輸入国でのHSコードの相違 

問題点 

1. 輸出国の生産者が、単独で輸入国側の 
HSコードを知るのは難しい 

2. 輸入国と輸出国でHSコードの解釈が異なる
場合、輸出国の原産地証明書発給機関が、
輸入国側のHSコードで原産地証明書を 
発給してくれなければ、特恵が享受できない 

3. 輸入国税関が、突然、HSコードの解釈を 
変更し、関税を遡及して支払うように   
要求することがある 

ホームベーカリーの例 

主たる機能は捏ねることで、 
家庭用電気機器だから、850980だ 

捏ねる機能と、加熱する機能が 
同等にある電気機器だから、 
番号が大きい方を優先して、851660だ 

パンを焼く機器だから、 
851672のトースターに 
分類しよう 
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 まとめ 

実務担当者が期待することの例 

１．FTAの税率や原産地規則等に関する情報のデータベース、  
相談窓口、事前教示制度などの整備 

２．通関時のHSコードと、FTA活用時のHSコードの統一 

３．輸入国と輸出国でHSコードの判断が異なる場合のFTA活用時
の運用ルールの制定(*) 

４．すべてのFTA原産地証明書における価格記載要件の撤廃(**)、 
電子データでのFTA原産地証明書提示の容認 

５．輸入国税関から生産者への原産性検認制度の透明性の向上 

 生産者には、簡素で分かりやすいFTA規則が必要 
 FTA活用推進には生産者を支援し、生産者の機微な情報を守ることが不可欠 

(*)   日本の商工会議所は輸入国のHSコードに合わせた原産地証明書の発給に対応。  
(**) 日本が発給する原産地証明書には価格記載要件はない。 
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 製造業の国際競争力強化には、モノ、ヒト、おカネ、そして情報の円滑な移動が必要 
 広域サプライチェーンの中で、規則や運用を高位平準化していくことが重要 

 今後のFTAに期待すること 

1. モノの円滑な移動 

2. ヒトの円滑な移動 

・ 簡素で使いやすいＦＴＡ原産地証明制度 

・ 通関手続きの迅速化、簡素化、一元化 

3. おカネの円滑な移動 

・ 現地での外国人労働者雇用規制の緩和 

・ 技術者や経営管理者のビザ取得簡素化 

・ 送金規制・為替規制、投資規制の緩和 

・ 税制の不調和の是正 

【当社の海外事業場が指摘した貿易・投資・現地生産上の要望の例】 



ご清聴ありがとうございました 
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