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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

〜 「社会の発展のお役に⽴つ」企業であり続ける〜

経営理念（事業の目的）

概要

松下幸之助
(1984〜1989)

� 1918年に「松下電気器具製作所」として、大阪で創業。
� 事業を通じて社会に貢献することを目的に、電気機器を製造・販売

パナソニックの創業

砲弾型電池式ランプ

二股ソケット

創業して数年後
後列左端が創業者
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現在の事業概要
� 電子部品から⺠生⽤家電、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
代表取締役社⻑ :津賀 一宏
連結売上高 :7兆3437億円（2017年3月期）
従業員数（連結） :273,297人（2017年9月30日現在） 社⻑ 津賀 一宏 本社 大阪府 門真市
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目指す姿： A Better Life, A Better World 
� 家電で培ってきた強みを活かし、また、社内外の強みを掛け合わせ、「より良いくらし」

「より良い世界」の実現に貢献する「新たな価値」を生み出していく

ニーズ 価値提供

アプライアンス社

エコソリューションズ社

コネクティッド
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

家電

住宅

⾞載

B2B

ビジネスモデル
A Better Life

A Better World

4つのカンパニー
4つの事業領域
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セグメント別、地域別の売上
� 当社の売上は約7兆円、約３割が消費者向け家電販売、約7割が企業向け販売。
� 地域別の売上では、日本向けが半分で、アジア・中国は全体の４分の１を占める。

海外と日本での販売がほぼ均衡
地域別売上セグメント別売上

日本 50%

米国
18%

欧州 8%

アジア
13%

中国
11%

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

2016年度
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� 企業は、貿易・投資の⾃由化など、ASEANのビジネス環境の変化にあわせて、
事業構造を変革

ASEANにおける事業環境の変化

RCEP、TPPなど
メガFTA時代へ

1960年代〜 1990年代〜 2000年代〜 2010年〜

⑤ 設計・R&Dの現地化

⑥ サプライチェーンの強化

⑦ マーケティングの強化

⑧ マネジメントの現地化

⑧ 広域サプライチェーン
の強化

【パナソニックの事業展開】

【ASEANにおける貿易投資の⾃由化】

① 各国の産業政策に
沿った輸入代替型
複品事業を展開

② 円高・貿易摩擦の
激化により単品の
輸出拠点を展開

③ ASEAN事業再編

④ 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
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背景： アジア諸国の工業化政策
相⼿国の外貨不⾜
高い関税障壁

National Thai Co., Ltd. 

Indonesia/ P.T. National 
Gobel

1960年代 海外生産の開始

相⼿国政府の強い要請

タイ（1961）、台湾（1962）
マレーシア（1965）、フィリピン（1967）、
インドネシア（1970）などに、
順次、生産拠点を設⽴。

� ASEANの各国に、産業振興・輸入代替型の「複品事業」を展開
（トランジスタラジオ、乾電池、⽩⿊TV、扇風機、アイロン等）
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� 海外進出時にも、経営理念を追求

・ パナソニックの経営理念
「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」

・ 当時の当社における海外事業の考え方
（1）その国に歓迎される事業を⾏うこと。
（2）その国の政府の方針にそって事業を推進していくこと。
（3）品質、性能、コストにおいて、国際的な競争⼒のある製品を生産していくこと。
（4）海外に対する技術移転を積極的に推進すること。
（5）利益の上がる経営体質を確⽴し、事業拡大のための資⾦は⾃ら生み出していくこと。
（6）現地従業員の育成に努⼒すること。

当時の当社における海外事業の考え方
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背景：ニクソンショック（71年）後の円高の昂進・NIESでの輸出振興策

1970年代 単品事業によるアジア輸出拠点展開

150

200

250
300

350
400

1960 1970 1980 1990

円高

マレーシア

１ドル=¥360 が変動相場制に移⾏(73)

円ドルレートの推移

71年 ニクソンショック
73,79年 石油危機
75年 ベトナム戦争終結

円

� シンガポール、マレーシアなどに欧米向け輸出拠点を展開
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1980年代 世界の成⻑センターとして、ASEANが急成⻑

70年代 80年代 90年代

米
国

カラーTV （71,77） ページャー （83）
⾃動⾞電話 （85）
半導体 （85）
CRT （87）
携帯電話 （89）

ワープロ （91）
平面パネル （91）

欧
州

テープレコーダー （73）
⽩⿊TV （73）
ラジオ、TV （75）

VTR (82)
CDプレーヤー （84）
ライプライター （85）
PPC （87）
プリンター （88）

CDプレーヤー （90）
DRAM （90）
オーディオテープ （91）
ハロゲンランプ （91）
EPROM （91）
CD-ROM （94）
ファックス （96）
カーオーディオ （98）当時の先端ハイテク製品

日本の製品がＡＤ調査等の対象となった品目

� 貿易摩擦と円高(85年プラザ合意)対応による、現地生産の飛躍的拡大
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1990年代 本格的なグローバル化への対応

背景： 中国の改革開放政策の加速
旧ソ連、東欧、インド、ベトナム等の市場経済化
地域経済ブロック化の進展 EU（欧州）, NAFTA（北米）

AFTA（ASEAN）等

EU NAFTA 

AFTA 

� ASEAN⾃由貿易地域の貿易⾃由化を⾒据え、域内生産拠点の事業再編に着⼿
� 地域⾃由貿易圏の中で最適地生産・地域内分業を模索
� 中国への合弁事業展開が本格化。EU、NAFTAなどでも地域経済ブロックが進展

日本

WTO 
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背景： グローバル化のさらなる進展
アジアにおける分業ネットワークの進化
BRICｓなど新興国の高成⻑

2000年代 新興市場への本格展開

B razil
R ussia

I ndia
C hina

中間層ボリュームゾーン攻略
－各地に生活研究センター開設

� 中国をはじめ、BRICｓなど高成⻑を遂げる新興国への展開
� アジアでは競争激化に対応するための、拠点の再編、生産品目の高度化など

競争⼒強化へ向けた取り組みを加速
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2010年代以降 メガFTA時代の幕開け
� お客様に、より近い場所でのマネージメントを強化
� スピーディーな⾃己完結経営を推進するため、戦略地域に決裁権を委譲

⑦ マーケティングの強化

⑧ マネジメントの現地化

⑧ 広域サプライチェーン
の強化

EU
日本

中国

背景： グローバル化のさらなる深化、地域を越えた枠組みの形成

APEC/TPP

RCEP

ASEAN
EUとアジア

NAFTA

EUと米国

インド
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� 現在の海外投資の要件は、50年前よりも厳しいものとなってきているが、
ASEANは⾃ら、貿易・投資の⾃由化政策を通じて、それらを充足してきた。

ASEANにおける投資環境の改善

５．外資に対する寛容な制度

１． 政治的安定

２．事業を⾏うに必要なインフラ整備

３．良質な労働⼒

４．部材等の供給体制の確保

・ 日本との良好な関係、透明性、公共の安全

・ 道路、港湾など交通網、電気等の供給、法の整備

・ 教育レベル、競争⼒のある賃⾦、高い定着率

・ 裾野産業の充実

・ 外資に対する投資優遇策

・ 市場としての有望性
・ 良質な労働⼒
・ 日本との良好な関係

ASEANに元々あったもの



18

Ⅰ．パナソニックの概要

Ⅱ．ASEANにおける事業環境の変化

Ⅲ．ASEAN経済共同体に期待すること

本日の説明



19

� 製造業の国際競争⼒強化には、モノとヒトとおカネの円滑な移動が不可⽋。
� ASEANの中で規則や運⽤を高位平準化していくことが重要。
� 今後は、電子商取引や、データ等、情報の移管の開かれたルール整備にも期待。

ASEANにおける問題点

1. モノの円滑な移動を
阻害している例

2. ヒトの円滑な移動を
阻害している例

・ 煩雑な輸出入における通関⼿続き
・ 活⽤しにくいＦＴＡの原産地証明制度

3. おカネの円滑な移動を
阻害している例

・ 外国人労働者雇⽤規制の強化
・ 技術者や経営管理者のビザ取得困難

・ 送⾦規制・為替規制
・ 税制の不調和

【当社の海外事業場が指摘した貿易・投資・現地生産上の問題点の例】
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モノの円滑な移動
� 通関時のコスト、⼿間、時間を更に低減すべき

【煩雑な通関⼿続き】
・ 通常の通関に時間がかかったり、急に

追加作業が要求され、予定より通関に
時間が⻑くかかる場合がある。

・ 船積前検査が必要だったり、税関担当
者の判断で通関時間が延びることがある。

現在の問題点

・ 通関⼿続きの簡素化、統一

・ シングルウィンドウの実現

・ 通関の透明性・予⾒可能性の向上

期待すること

【活⽤しにくいFTA規則】
・ FTAごとに関税率、原産地規則、証明

制度などが異なり、生産者の負担が大
きい。

・ FTA税率や規則のデータベース化

・ FTAに関するさまざまな規則の調和
RCEP
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ヒトの円滑な移動
� さまざまなレベルの人材が、必要に応じて往来しやすくすべき

【外国人労働者雇⽤規制強化】
・ 外国人の雇⽤について、急に規則が

変わり、労働者の確保が困難になる
場合がある。

現在の問題点

・ 急な制度変更は避け、⼗分なリードタ
イムを設け、必要な人数の労働者が
確保できるようにしてほしい。

期待すること

【現地赴任時のビザ取得困難】
・ 日本から技術者、経営管理者の現地

への派遣時に、ビザの取得に煩雑な
⼿続きが必要なことがある。

・ グループ会社間の人の異動時のビザ
取得⼿続きを簡素化。
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おカネの円滑な移動
� 投資、税制および送⾦規制の透明性および予測可能性を拡充すべき

【税制の不調和】
・ 送⾦が認められても、現地と日本の

双方で利益として課税されることがある。

現在の問題点

・ 税制については、国と国の間で制度を
調和させてほしい。

期待すること

【送⾦、為替規制】
・ 契約に基づく貿易外送⾦が認められな

かったり、煩雑な⼿続きが必要で、非常
に時間がかかることがある。

・ 必要な外貨が調達できなかったり、
グループ会社からの融資にも規制がある。

・ 個別の送⾦を停⽌するような運⽤は避
け、海外送⾦のための申請⼿続きを簡
素化すべき。

・ グループ会社間の外貨借入については、
規制を緩和してほしい。
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� ASEAN経済共同体(AEC)が、ASEANの事業環境を更に改善させていくことを期待
� RCEPを初めとする、AECを核とする広域貿易圏の形成は、市場の更なる拡大、

シームレスなモノ・ヒト・おカネの移動を実現し、この地域の産業の高度化、
イノベーションにつながると確信。

EUとの
FTA

RCEP
(ASEAN+日中韓豪NZ印)

ASEAN

AEC2025の実現
一部の国のみ参加

太平洋をつなぐ
APEC (TPP)

まとめ



ご静聴ありがとうございました


