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トップメッセージ TOP MESSAGE トップメッセージ

2022年4月にCEOに就任した 呉 柏 勲（Robert Wu）です。

当社は1912年に創業し、2022年9月に創業110周年を迎えました。創業以来長きにわたって当社を支えてくだ
さっている全てのステークホルダーの皆様に改めて感謝申し上げます。

2019年以降、世界は感染症の拡大によって未曽有の危機に陥りましたが、ワクチン接種の進展や人々の行動変容、
さらには様々な分野におけるIT 化の加速等により、ウイルスと共存する新たな日常が形作られてきています。
一方、気候変動問題や人権問題、地政学的問題など、国際社会が団結して解決していかなければならない課題
はまだまだ数多く残されています。

こうした中、当社は今後、より「ESG に重点を置いた経営」を実践していきます。そして、様々な社会課題の解決に
寄与することで、当社の社会的価値の向上、ブランド力の向上を図り、「強いブランド企業“SHARP”」を早期に確立
していきたいと考えています。

具体的には、当社は現在、事業ビジョン「8K+5G とAIoT※1 で世界を変える」の下、「SmartHome」「SmartOffice」
「Healthcare」「Entertainment」「Education」「Industry」「Security」「Mobility」の8つの重点事業分野を中心に、
革新的なサービスやソリューションの創出に取り組んでいますが、今後は特に、デジタル技術を活用した「健康
関連事業のさらなる強化」や、「カーボンニュートラルへの貢献」の取り組みを一層加速していきます。

加えて、「人（HITO）を活かす経営」を実践し、“若くて活気溢れる企業風土” の醸成に取り組むとともに、グローバル
視点での経営改革を加速し、シャープを、日本はもとより、世界各国の皆様に必要としていただける企業、「真の
グローバル企業へ」と成長させていきたいと考えています。

一方、こうした様々な社会課題は、当社が将来に亘って継続的に事業を展開していく上での大きなリスクでも
あると認識しており、引き続き、サステナビリティの強化にも取り組んでいきます。
具体的には、当社は今年7月、全社のサステナビリティ戦略やGX（グリーントランスフォーメーション）戦略の中核
を担うESG・品質推進室を新設し、長期環境ビジョン「SHARP Eco Vision 2050」の実現に向けた2030年、2035年
時点の中期環境目標を新たに策定するとともに、TCFD※2 提言への賛同も表明しました。今後はTCFD のフレーム
ワークに沿って、気候変動に関する情報開示を一層拡充していく考えです。

加えて、当社は、2009年に署名した国連グローバル・コンパクトの参加企業として、「人権」「労働」「環境」「腐敗
防止」に関する10原則を継続して支持するとともに、2021年に加盟したRBA※3 のビジョンとミッションをグループ
全体で共有し、グローバル社会課題の実効的な解消に向けた取り組みを加速していきます。

当社はこれからも、経営理念の一節に掲げる「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という
言葉の通り、全てのステークホルダーの皆様と一体となって、「事業活動を通じた社会課題の解決」と「社会・環境
への負荷軽減」に取り組み、“SDGs 達成”、さらには“地球上の誰一人取り残さない、持続可能でよりよい世界の
実現” に貢献してまいります。

2022年10月

※�  「 AIoT」は、AI（人工知能）と IoT（モノのインターネット）を組み合わせ、あらゆるものをクラウドの人工知能とつなぎ、人に寄り添う存在に変えていくビジョンです。
　　「AIoT」は、シャープ株式会社の登録商標です。
※�  金融システムの安定化を図る国際的組織である金融安定理事会（FSB）によって設置された気候関連財務情報開示タスクフォース。
　　気候変動に関するリスク・機会を企業等が情報開示することを推奨する提言を����年に公表。
※�  グローバルサプライチェーンの社会的責任を推進する非営利団体。RBA 行動規範を策定・公表。

“ESGに重点を置いた経営”を実践し、
「強いブランド企業 “SHARP”」の

早期確立を目指します。
代表取締役
社長執行役員 兼 CEO
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創業者 早川徳次物語 
WEBで公開中！

早川式繰出鉛筆発明の経緯から、テレビの
開発まで、動画と写真でご紹介します

経営理念・経営信条 MANAGEMENT PHILOSOPHY 経営理念・経営信条

創業者から受け継がれた
経営への熱い想い　

「他社がまねするような商品をつくれ」

これは、シャープの創業者早川徳次のメッセージです。この

メッセージには、次の時代のニーズをいち早くかたちにした

「モノづくり」により、社会に貢献し、信頼される企業を目指

すという、早川徳次の経営の考え方が凝縮されています。

そして、この精神は、����年に「経営理念」「経営信条」と

して明文化され、創業以来���年を超える月日が流れた

今日まで、脈々と受け継がれています。

大阪府堺市堺区匠町�番地

���-���-����（大代表）

代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 呉   柏   勲
代表取締役 副社長執行役員 沖津 雅浩

����（大正元）年 創業者・早川徳次（当時��歳）が徳尾錠 （ベルトのバックル）の発明で特許をとり、
東京本所松井町で金属加工業を創業 （�月��日） 

����（昭和��） 年�月 資本金��万円をもって株式会社組織に改め、
株式会社早川金属工業研究所を設立。

��億円（����年�月末現在）

�兆�,���億�,���万円（連結）／�,���億�,���万円（単独）（����年�月期）

シャープ連結：��,���名 ／国内連結：��,���名（シャープ(株)単体 �,���名、関係会社 ��,���名） 
海外関係会社（連結）：��,���名（����年�月末現在）

東京証券取引所  プライム市場

����

本社所在地
電話番号
代表者

創業

設立

資本金
売上高
社員数

上場取引所
証券コード
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世界初・日本初の技術
『発明家の会社』シャープが生み出した

1915

1912

1925

1953

1964

1973

1970

2000

2022

“Be Original.”は、シャープらしいオリジナリティあふれる価値を創造するブランドであり続けることを
世界中のお客さまに約束する言葉です。コーポレート宣言“Be Original.”の「Original（オリジナル）」に
は二つの意味が込められています。

 �. 創業者の早川徳次が残した「誠意と創意」の精神は、
  これからも私たちの「原点（オリジナル）」として受け継いでいく

 �. 「人に寄り添い、新しい価値を提供し続ける企業」として、さまざまな独自商品･サービスを  
  提供することで、お客さま一人ひとりが自分らしさを実現できる
  「あなたのための『オリジナル』」を創り続ける

最後の「.（ピリオド）」は、私たちが強い決意をもって取り組んでいくという意志の表れです。

コーポレート宣言

関東大震災後、大阪での再起をめざ
した早川創業者は、ラジオの将来性
に目をつけました。����年�月に、記
念すべき国産第�号の、鉱石ラジオ
セットの組立に成功しました。

国産第１号鉱石ラジオ

シャープは、ラジオが普及し始めたばかりの����年に、早
くもテレビの研究に着手。戦中戦後に手掛けた超短波技
術も大いに役立ち、����年末に国産第�号テレビを発売。
その後量産によるコストダウンを進めたのも当社です。

国産第１号テレビ

AIoTクラウドサービスに対応した商品を続々発売。
献立提案などができる冷蔵庫や調理家電、気象情報
を基に自動制御し省エネ運転するエアコンなど、
様々な人の生活に寄り添った商品を開発しています。

AIoT家電

業界初のモバイルカメラ付き携帯電話。
「レンズ一体型��万画素CMOSイメージ

センサ」を搭載、撮った写真をメールで
送れる携帯電話を商品化、J-Phone（当
時）から発売しました。

カメラ付き携帯電話

�Kチューナー内蔵液晶テレビ『AQUOS 
�K』A X�シリーズは、フルハイビジョン
(�K)の��倍の解像度で、これまでにない
リアリティ溢れる映像の�K放送の受信
に世界で初めて対応しました。

�K衛星放送対応 
AQUOS関連製品

シャープの技術者たちの必死の努力の
結果、液晶の実用化に成功しました。
世界で初めて液晶表示付き
COS化ポケット電卓を開発、
����年に発売しました。

液晶表示電卓
「液晶コンペット」

世界初のオールトランジスタ・ダイオードに
よる電子式卓上計算機。若手技術者達の提
案で、コンピュータや半導体などの技術開
発がスタート、大型コンピュータでなく「いつ
でも・どこでも・だれにでも」使える計算機
の先駆けとなりました。

オールトランジスタ電卓
「コンペット」

シャープ株式会社に
社名変更

独創的な芯の繰出し装置を発明し、美しく、使
いやすく、しかも堅牢な文具として完成させ、
早川式操出鉛筆と名付け売り出しました。以
降、シャープペンシルと言われるようになり、 
当社の社名「シャープ」の由来となりました。

エバーレディー
シャープペンシル

創 業

2016
鴻海精密工業股份有限公司との

戦略的提携

2018

『RoBoHoN(ロボホン)』は、小型で手軽に携帯
できる世界初のモバイル型ロボット電話として
登場しました。電話やメール、カメラなど携帯電
話の基本機能に加え、各種アプリケーションや
サービスをロボホンとの対話を楽しみながら
使用できます。

モバイル型ロボット電話

実用サイズの軽量かつフレキシブルな太陽電池モジュールで、
世界最高※�の変換効率��.��％※�を達成しました。
※� ����年�月�日現在、研究レベルにおける太陽電池モジュールにおいて（シャープ調べ）。
※� ����年�月、国立研究開発法人産業技術総合研究所（世界の太陽電池の公的測定機関    
 の一つ）により、確認された数値［モジュール面積：���cm�、最大出力：��.��W］

太陽電池モジュール
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�Kエコシステム

シャープの目指すところ OUR VISION シャープの目指すところ

事業ビジョン �Kや�G、AIoTなどを搭載した特長機器を核に、
独自のソリューションの提供を目指します。

既
存
事
業

シャープは、�Kや�G、AI、IoT、ロボットをはじめとした革新的な独自技術を核に様々なパートナーと連携し、
次々と当社ならではの新たな価値を生み出す「�K+�G Ecosystem」「AIoT World」の構築を目指しています。

それを実現するためには、単なるハードウェアやデバイスを中心とした事業から、ハード・ソフト・サービスを融合させた
システムの創出、さらには様々なシステムを連携させた独自のソリューションを提供することが重要だと考えています。

上記のビジョンを実現するべく、コアとなる�つのブランド事業と、
それらを支える�つのデバイス事業がOneSHARPとなって事業を推進していきます。

ハード・ソフト・サービスを融合した
システムの創出

特長機器とソフト・サービスを組み合わせ
より使う人に寄り添うシステムを。

特長機器の
グローバル展開

�K、�G、AIoT搭載機器を
グローバルに展開。

システムを連携させた
ソリューションの提供
高度にシステムを連携させた

プラットフォームで様々な課題を解決。

［ 事業ビジョンを具現化する�つの事業 ］

特長的な機器やサービス、ソリューションを強みに、グローバル事業を拡大

ブランド事業

他社との協業を梃子に、ブランド事業の優位性を支える革新的デバイスを創出

デバイス事業

COCORO+

�K+�G関連システム

オフィス向けシステム

AIoT機器

�K+�G機器

IT機器

COCORO OFFICE

デジタルヘルスソリューション
（バイタルチェック等）

医療ソリューション
（遠隔診療/医療従事者サポート等）

環境ソリューション
（プラズマクラスターイオン発生機 /光触媒等）

GIGAスクールソリューション
（環境構築/危機管理等）

セキュリティソリューション
（スマートロック/遠隔モニタリング等）

自動化/省人化ソリューション
（工場物流/ピッキング等）

インフラソリューション
（鉄道等）

現場ソリューション
（作業支援/健康管理等）

�K
インタラクティブ
ミュージアム

�眼カメラ配筋検査 遠隔応対

特長機器の
グローバル展開

システムを連携させた
ソリューションの提供

ハード・ソフト・サービスを融合した
システムの創出

スマートライフ
人に寄り添い、

よりあなたらしい暮らしを実現
最先端の映像技術を核に、

社会のイノベーションを加速

ICT
ワイヤレス技術やモバイル技術で、

シームレスな社会を構築

ディスプレイデバイス
世界No.�のディスプレイ技術で、DXを牽引

エレクトロニックデバイス
独自のデバイス技術で、スマート社会の発展に貢献

［ 事業ビジョンを実現するためのステップ ］

など
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シャープの目指すところ OUR VISION シャープの目指すところ

強いブランド企業“SHARP”への道筋

“ESGに重点を置いた
経営” を実践

E
Environment

S
Social

G
Governance

ブランド事業を主軸とした事業構造の構築

「�K+�GとAIoTで世界を変える」の具現化

財務基盤の強化・社債市場への復帰

黒字化/安定的利益創出

将来に向けた基盤構築

持続的成長

継 続

健康関連事業のさらなる強化

自社活動GHG排出量の
約��倍の削減貢献を果たす

当社の注力領域 事業コンセプト

1. 2.

3. 4.

ESGに重点を置いた経営

���� 年度～

健康データを計測し自然と健康になっていく暮らしを実現
新たな機器の創出や他社との連携等を通じてお客様との接点を一層拡大
するとともに、ユーザーが意識することなく健康データを計測できる仕組み
を構築し、一人ひとりに最適化されたソリューションを提供していきます。
これにより、人々が自然と健康になっていく暮らしを実現していきます。

カーボンニュートラルへの貢献

エネルギーソリューション事業の変革を加速
宇宙向けや車載向けへの事業展開、「ペロブスカイト」太陽電池の実用化加
速等に取り組んでいきます。これにより、エネルギーソリューション事業をより
一層拡大し、2030年には、自社活動における温室効果ガス（GHG）排出量の
約12倍の削減貢献を果たすなど、今後も社会の脱炭素化に貢献していきます。

人（HITO）を活かす経営

若くて活気あふれる企業風土の醸成
「複数の専門性を持つHybrid人材の育成」、「Innovationが生まれる環境

や風土づくり」、「社員の才能（Talent）を十分に活かす適材適所の人材
配置」、「優秀人材への成長機会（Opportunity）の提供」の４つの観点から、
さらなる人事制度改革を推進していきます。

真のグローバル企業へ

グローバル視点での経営改革を推進
海外各地域における販売戦略の強化と、グローバル視点での経営改革を推
進していき、これにより海外比率（����年度��.�％）を早期に��％まで引き上
げます。具体的には、グローバル人材の育成や本社部門の海外支援機能、新
製品のグローバル同時展開などを強化し、プレゼンス向上を図っていきます。

住宅用PV

アジアPPA 成層圏

海外発電所建設 車載用シリコンモジュール

車載用化合物モジュール

ペロブスカイト

Hybrid Innovation

Talent Opportunity

人材 組織/機能 商品/サービス

■ 英語力の向上
■ 企業理念の
 グローバル浸透

■ 本社の
 海外支援機能強化
■ 海外企業との
 協業/M＆Aの加速

■ 新製品の
 グローバル同時展開
■ 各地域の生活に
 根付いた商品/サービス

����～���� 年度

社会的価値の向上

ブランド力の向上

START
����

����
����クラウド/分析

家電・住宅設備

センサー/データ
■ 健康アドバイス
■ 病症別レシピ提案
■ IAQの最適化
　 （Indoor Air Quality）　　　　　　　  等

■ 病気になる前
■ 未病 「価値提供」

（ハード/サービス）

上医

■ 病気になりかけている状態
■ 診察/検査、健康指導

中医

■ 病気になっている状態
■ 治療

下医
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サステナビリティ SUSTAINABILITY サステナビリティ

1973年に明文化されたシャープの経営理念には、「広く世界
の文化と福祉の向上に貢献する」「株主、取引先をはじめ、全
ての協力者との相互繁栄を期す」などの言葉で、2015年に国
連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」に相通じる考
え方が盛り込まれています。

シャープはこの経営理念のもと、「事業を通じた社会的課題
の解決」と「SER※施策の推進による社会や環境への負荷軽
減」の両輪でSDGs達成への貢献を目指し、地球上の「誰一人
取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい
世界の実現に貢献していきます。

※Social and Environmental Responsibility（社会環境責任）

シャープは、事業ビジョンである「8K+5GとAIoTで世界を変え
る」のもと、「8K+5G Ecosystemの創出」「5G関連ビジネスの
展開」「COCORO LIFEサービスの拡大」「クラウドサービスの
強化」を通じて、単なるハードウェアやデバイスを中心とした
事業から、ハードウェアとソフトウェア、サービスを組み合わ
せたシステム、さらにはソリューション事業への変革を推進し
てきました。これらの事業変革により、One SHARPで世の中
に新たな価値を提供し、国際的な社会課題を解消することを

目指しています。
それぞれの事業本部・関係会社では、これまで当社が得意と
してきた事業分野である「Smart Home」「Entertainment」
「Smart Office」はもとより「Healthcare」「Education」「Security」
「Industry」「Mobility」への取り組みをより一層強化し、2015年
に国連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成
にどのように貢献していくかをテーマに、事業の拡大と社会
課題の解決の両立に取り組んでいます。

シャープとSDGs：社会課題解決を目指す�つの重点事業分野

シャープのSDGsの原点は、
����年に明文化した経営理念から。

プラズマクラスター冷蔵庫は、新型キャビ
ネットの採用により、業界トップクラス※�

の奥行寸法・容積効率を実現しました。
また、独自の高効率冷却システムの搭
載により、省エネ性進化と����年省エ
ネ法基準値※�を達成。さらに、食品保存
性の向上により「食品ロス」の軽減にも

配慮している点に加え、ドア材料をリサ
イクル困難なガラス素材からメタル素
材に変更した点が高く評価され、今回の
受賞に至りました。

※�  ����年�月時点国内家庭用冷凍冷蔵庫
　    （定格内容積���L～���Lクラス）において。
※�  ����年省エネ達成基準率。

取組事例

環境問題は近年深刻さを増し、国際社会における重要課題と認識されています。
そんな中、シャープは「SHARP Eco Vision ����」という長期的な環境へのビジョンを策定。

「気候変動」「資源循環」「安全･安心」 の�つの分野で����年の長期目標を設定し、
持続可能な地球環境の実現を目指します。

電気を使う製品を作る会社だから
こそ、消 費エネルギーの削 減・ク
リーンエネルギーの創出を行い、脱
炭素社会の実現を目指します。

限りある資源を有効活用し、プラス
チックの再利用をはじめとしたサー
キュラーエコノミーの構築を目指し
ます。

企業活動が人や環境に悪影響を及
ぼしてはならないため、化学物質の
取り扱いを厳重管理し、地球環境・
生態系を守ります。

SHARP Eco Vision 2050

プラズマクラスター冷蔵庫が����年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」を受賞

『LC-LH』は、屋内光を電気に高効率で変
換できる色素増感太陽電池※ �と、液晶
ディスプレイ技術を融合。一般的な太陽
電池に対して約�倍（屋内環境下）※�の発
電効率を有し、小面積でもより大きな電
力を出力することができます。また、電源
コードが不要で電池交換や廃棄の手間を

省くことができるため、便利で環境にやさ
しい製品の創出につながります。

※�  色素で吸収した光を電気に変換する
 有機太陽電池の一種です。
※�  照度���ルクスの条件下で、屋内用途で一般的に
 使用されるアモルファスシリコン太陽電池との
 比較（シャープ調べ）

屋内光発電デバイス『LC-LH』が
「CEATEC AWARD ����」の『経済産業大臣賞』を受賞
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TVシステム事業本部

調達本部

CEO    

会社概要 CORPORATE PROFILE 会社概要

連結財務ハイライト 組織図

役員一覧

株主構成（普通株式） ����年�月��日現在

����年�月�日現在

����年�月�日現在

（注）：持株比率は、自己株式�,���,���株を除く発行済株式の総数により算出しております。

■ 発行済株式の総数　���,���,���株　　　

■ 株主数　���,���名

■ 大株主

■ 所有者別分布状況（発行済株式の総数に対する割合）

■ 売上高 ■ 営業利益 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益

その他法人
�,���,���株

（�.��%）

金融機関
��,���,���株

（�.��%）

個人
���,���,���株

（��.��%）

証券会社
�,���,���株

（�.��%）

自己株式
�,���,���株

（�.��%）

外国人
���,���,���株

（��.��%）

株主名

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. ���,���,���

�,���
（十億円）

�,���

�,���

�

��.��

SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ��,���,��� ��.��

FOXCCONN (FAR EAST) LIMITED ��,���,��� ��.��

FOXCCONN TECHNOLOGY PTE. LTD. ��,���,��� �.��

CLEARSTREAM BANKING S. A. ��,���,��� �.��

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ��,���,��� �.��

LGT BANK LTD ��,���,��� �.��

株式会社日本カストディ銀行（信託口） �,���,��� �.��

日本生命保険相互会社 �,���,��� �.��

明治安田生命保険相互会社 �,���,��� �.��

所有株式数（株） 持株比率（%）

監査等委員会

Smart Life & Energy　社長　
Smart Appliances & Solutions

事業本部

Smart Office スマートビジネスソリューション
事業本部

Universal Network

通信事業本部

米州代表

アジア・オセアニア代表

中国代表

欧州代表

CEOオフィス

管理統轄本部

研究開発本部

監査部

■ 取締役

■ 執行役員

代表取締役

取締役

取締役（監査等委員）

社長執行役員  

副社長執行役員

専務執行役員

常務執行役員

執行役員

呉　柏　勲
沖津　雅浩

許　庭　禎
王　震　緯

呂　旭　東
姫岩　康雄
中川　　裕

呉　柏　勲

沖津　雅浩

陳　信　旭

小坂　祥夫

菅原　靖文
河村　哲治

CFO  

管理統轄本部長

Smart Appliances & Solutions事業本部長
スマートビジネスソリューション事業本部長

��/� ��/� ��/� ��/� ��/�

���
（十億円）

売上高比率

�
（%）

�

�� �

�� �

�� �

�

��/� ��/� ��/� ��/� ��/�

���
（十億円）

売上高比率

�
（%）

�

��/�

�� �

�� �

�� �

�

��/� ��/� ��/� ��/�

地域統轄

13 14



主要拠点 （国内・海外） BUSINESS LOCATION 主要拠点 （国内・海外）

主な国内拠点・事業所と事業本部・子会社

主な海外生産拠点

主な国内営業拠点

   中国
NSEC 南京夏普電子有限公司
WSEC 無錫夏普電子元器件有限公司
SOCC 夏普弁公設備（常熟）有限公司
SSEC 上海夏普電器有限公司
DBH 玳能科技（杭州）有限公司

   アジア
SMTL Sharp Manufacturing （Thailand） Co.,Ltd. 
SATL Sharp Appliances （Thailand） Ltd. 
SMM Sharp Manufacturing Corporation （M） Sdn. Bhd. 
SNM Sharp North Malaysia Sdn.Bhd. 
SPC Sharp （Phils.） Corporation
SEID P. T. Sharp Electronics Indonesia
SSI P. T. Sharp Semiconductor Indonesia
SSTEC Saigon Stec Co., Ltd. 
SMV Sharp Manufacturing Vietnam CO.,LTD.

   欧州
SCEP SHARP Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. 
SUKM Sharp Manufacturing Company of U.K. 

［備考] SUKMは欧州統轄会社SEE（Sharp Electronics （Europe） Limited）の一部門

   米州
SHCA Sharp Home Electronics Company of America

［備考] SHCAは米国販社SEC（Sharp Electronics Corporation）の一部門

営業統轄機能

【通信事業本部】

東広島（広島県）

その他営業拠点

【シャープ福山レーザー株式会社】

福山（広島県）

【本社】
【スマートディスプレイシステム事業本部】
【堺ディスプレイ

　プロダクト株式会社】

堺（大阪府）

【Smart Appliances & Solutions 事業本部】
【シャープエネルギー

　ソリューション株式会社】

八尾（大阪府）

SMJ／SESJ／Dynabook

福岡市

主要品目 ： 電子レンジ

SUKM  イギリス（レクサム）
主要品目 ： 電子部品

WSEC  中国（無錫）

主要品目 ： T V

NSEC  中国（南京）

主要品目 ： パソコン

DBH  中国（杭州）

主要品目 ： 複合機

SOCC  中国（常熱）

主要品目 ： 白物家電

SSEC  中国（上海）

主要品目 ： 複合機

SMTL  タイ（ナゴンバトム）

主要品目 ： 白物家電

SATL  タイ（チャチャンサオ）

主要品目 ： T V

SMM  マレーシア（ジョホール）

主要品目 ： オーディオ

SNM  マレーシア（ケダ）

主要品目 ： 白物家電／TV

SEID  インドネシア（カラワン）

主要品目 ： 電子部品

SSI  インドネシア（カラワン）

主要品目 ： 電子部品

SSTEC  ベトナム（ビンズオン）

主要品目 ： 空気清浄機、電子部品

SMV  ベトナム（ビンズオン）

主要品目 ： 白物家電／TV

SPC  フィリピン（マニラ）

主要品目 ： 電子レンジ

SHCA  米国（メンフィス）主要品目 ： T V

SCEP  ポーランド（トルン）

SMJ／SESJ／Dynabook

広島市
Dynabook

尼崎市
Dynabook

新潟市

SMJ／SESJ／Dynabook

高松市
SMJ／SESJ／SNDS

大阪市／八尾市

SMJ／SESJ／Dynabook／SNDS

名古屋市

Dynabook

静岡市

SNDS／Dynabook

川崎市／横浜市

SMJ／SESJ／SNDS／Dynabook

港区／品川区／江東区

Dynabook

さいたま市

SMJ／SESJ／Dynabook

札幌市

SESJ

宇都宮市

SMJ／SESJ／Dynabook

仙台市

白山（石川県）

【スマートビジネスソリューション事業本部】

大和郡山（奈良県）

【研究開発事業本部】
【シャープセンシングテクノロジー株式会社】
【シャープセミコンダクターイノベーション

株式会社】

天理（奈良県）

主な生産拠点

【シャープディスプレイテクノロジー
株式会社】

亀山（三重県）

【Dynabook株式会社】
※�～�階に入居

豊洲（東京都）

※左側ビル��～��階に入居

芝浦（東京都）

多気（三重県）

幕張（千葉県）

葛城（奈良県）

柏（千葉県）

SMJ シャープマーケティングジャパン株式会社／本社：大阪府八尾市
 ホーム／ビジネスソリューションの販売、カスタマーサービスを担う子会社
SESJ シャープエネルギーソリューション株式会社／本社：大阪府八尾市
 エネルギーソリューション販売を担う子会社
Dynabook ダイナブック株式会社／本社：東京都江東区
 国内外でのPC、システムソリューション商品の
 開発、製造、販売、サポート&サービスを担う子会社
SNDS  シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社／本社：東京都港区
 業務用ディスプレイやプロジェクターの
 開発、製造、販売、サポート＆サービスを担う子会社

本社  日本（大阪）
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