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新事業の創出とグローバルでの事業拡大による事業の高付加価値化を進める
Ⅰ. 現状認識

シャープの現状 シャープの狙う事業機会

シャープには、幅広い事業領域や独自技術、商品の独創性、革新的

なデバイスなどの強みがあります。しかし、一方で、商品のラインアップ

やデバイス設備の世代更新、グローバル展開を支える人材・リソースな

どでは弱みがあります。

今後、さらに強みを強化するとともに、�マネジメント力の強化や鴻海

グループとのシナジーの活用に取り組みます。そして、AIoT※や8Kを活

用した新事業の創出やグローバル市場での事業拡大といった大きな

事業機会の獲得を図り、事業の高付加価値化を進めていきます。

強みのさらなる強化

マネジメント力の
強化

鴻海グループとの
シナジー

強み
• 幅広い事業
• 独自技術
• 商品の独創性
• 革新的なデバイス

技術力・コスト力を活かした
事業拡大

弱み
• 商品のラインアップ
• デバイス設備の世代更新
• グローバル展開を支える
 人材・リソース

新技術 グローバル市場

事業の
高付加価値化

AIを活用したデータ分析の高度

化、IoTによる機器とクラウドの

連携により、新たなサービスが広

がる。

AI & IoT

高精細化によりディスプレイや関

連機器の応用範囲が飛躍的に拡大

し、さまざまな新しいビジネスが生

まれる。

8Kエコシステム

2016年度
テレビ台数構成比

世界需要
約220百万台

当社販売

2016年度
中小型ディスプレイ

台数構成比

世界需要
約2,800百万台

当社販売

※�AIoTはシャープ株式会社の登録商標です。

Sharp Annual Report 20175



「人に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」を実現し、次の100年に向けた礎を築く
Ⅱ. 中期経営計画の概要

AIoT戦略推進室

8Kエコシステム
戦略推進室

One SHARP

Smart Homes

スマートホーム

さまざまな機器とサービスの連携で、

暮らしを便利・快適にするソリューションを提供

Smart Business Solutions

スマートビジネスソリューション

オフィスや工場など、ビジネス現場の

生産性を高めるソリューションを提供

Advance Display Systems

アドバンスディスプレイシステム

機器と人とのコミュニケーションを支える、

先進的なディスプレイを創出

IoT Electronics Devices

IoTエレクトロデバイス

スマートな社会を支えるセンサをはじめとした、

特長的なデバイス群を創出

「人に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」の実現に向け、組織の

見直しを行いました。事業の特性を考慮し、「スマートホーム」�

「スマートビジネスソリューション」「IoTエレクトロデバイス」�

「アドバンスディスプレイシステム」という4事業ドメインを設定し

ました。また、事業ドメインに横串を通す「AIoT戦略推進室」「8K�

エコシステム戦略推進室」の2戦略推進室を新設しています。

個別事業のオペレーション強化と、事業間シナジーの最大

化や経営資源の有効活用の両立を図り、�One�SHARPとして事

業拡大に取り組みます。

1）組織の見直し
「人に寄り添うIoT」

シャープは、AIとIoTに対応したAIoT機器が、人や環境

の変化に気づき、考え、最適な提案をしてくれるパートナー

になることを「人に寄り添うIoT」と呼んでいます。これをス

マートホームやスマートオフィス、スマートファクトリー、ス

マートシティなどへ拡大することで、人が主役になるスマー

トな社会を実現していきます。

ハイビジョンの16倍となる8Kの超高精細映像は、驚異的な臨

場感や立体感による「圧倒的なリアリティ」を実現するとともに、今

まで映らなかった細かなものを鮮明に映し出すことで「新たな発

見」をもたらします。

シャープは、映像の作成、加工から、配信、表示までバリュー

チェーンを通した「8Kエコシステム」を構築し、放送のみならず、医

療やセキュリティ、検査システム、インフラ保守など、さまざまな分

野で次々と大きなイノベーションを起こしていきます。

「8Kエコシステム」
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独自技術の徹底強化

人材の育成・強化

3つの
トランスフォーメーション

戦う市場 オペレーション

グローバル
での
事業拡大

経営基盤の
強化

事業

ビジネス
モデルの
変革

中期経営計画では、「事業」「戦う市場」「オペレーション」と�

いう3つの分野で、それぞれ「ビジネスモデルの変革」「グローバ

ルでの事業拡大」「経営基盤の強化」に取り組みます。

また、これらの取り組みを着実に推進するため、「独自技術

の徹底強化」と「人材の育成・強化」を図ります。

そして、「人に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」を実現する�

企業へのトランスフォーメーションを進め、事業拡大を図ると�

ともに、次の100年に向けた礎を築きます。

中期経営計画を確実に実行し、将来に亘って成長し続ける

企業になるためには、事業を支える人材の確保・育成が、何よ

りも重要であると考えています。成果に報いる人事制度をさら

に強化するとともに、優秀人材の積極的な採用、研修制度の�

充実など、人材育成を進めていきます。

2）基本戦略

経営人材の育成とチャレンジする企業文化の醸成

人に寄り添う
IoT
8K

エコシステム

監査等委員会設置会社へ移行するとともに、執行役員制度

を復活し、監督の強化と業務執行の機動性強化を実現します。

9名の取締役（内3名は監査等委員）と12名の執行役員（内�

5名は取締役）の体制で事業活動を推進していきます。

3）ガバナンス体制
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“音声対話で人と機器が心を通わせ、さまざまなサービスが

提供される新しい暮らし”を提案します。

シャープには、スマートフォンや白物家電、ソーラーシステム

などさまざまなデバイスがあり、すでにAIoTに対応した機器も

製品化しています。

今後、こうしたAIoT対応機器の機能・ラインアップを強化�

するとともに、サービスを拡充し、スマートリビング、スマート

キッチン、スマートエコ、スマートセキュリティ、スマートモバイル

など、人の嗜好・行動や住環境を理解し、健康で快適な生活を

提案する「暮らしのパートナー」としての機器とサービスを提供

していきます。さらには、AIoT技術のプラットフォーム化を進め、

スマートホームの世界を広げていきます。地域コミュニティや

公共機関、医療・介護・警備などリアルサービスとも連携する�

スマートタウンを実現していきます。

4つの事業ドメインで事業拡大をめざす
Ⅲ.事業ドメイン

Smart Homes
スマートホーム

人々の暮らしをより豊かにするスマートホーム、
そして、スマートタウンへ

AIoTプラットフォーム

AIoTサービスAIoT機器

 

機械学習顧客管理

シナリオ対話

音声認識

ビッグデータ解析

クラウドHEMS
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Smart Business Solutions
スマートビジネスソリューション

複合機に加え、高精細ディスプレイや各種センシングデバ�

イス、AIoT技術などを持つシャープの強みを活かし、ビジネス

現場の生産性を高めるさまざまなソリューションを提供してい

きます。

スマートオフィス スマートサイネージ スマートリテール スマートファクトリー

• いつでもどこでも情報共有
• 生産性向上
• イノベーションの推進

• コミュニケーションのビジュアル化
• 最適な映像空間デザイン
• サイネージコンサルティング

• デジタルサイネージインストアサービス
• バックオフィスの生産性向上
• データ分析による集客力向上

• ロボットによる搬送の自動化
• 物流革新ソリューション
• 屋外自律走行セキュリティロボット

ディスプレイデバイス、各種センシングデバイス

機器／ICT　サービスプラットフォーム

AIoT
データ収集分析

機器管理

情報共有を強化し生産性を高めるスマートオフィス、映像�

空間をデザインし街を変えるスマートサイネージ、店舗の生産

性を高めオムニチャネルなども提供するスマートリテール、生

産・検査・物流から設備保全まで効率を高めたスマートファクト

リーなどを展開していきます。

AIoTとデータ分析を駆使し、
ビジネスの現場にイノベーションを起こす
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長きに亘り独自に培ってきた技術を駆使し、「8K」「IoT」�

「車載」分野での成長を支えるデバイスやモジュールの開発を

IoT Electronics Devices
IoTエレクトロデバイス

進めるなど、One�SHARPの要として貢献していきます。

8K分野では、高感度／高画質／低ノイズCMOSイメージ�

センサ商品開発で培った技術を活用し、高性能／低消費電力／

高精細画像処理のテレビ用バックエンドSoCなど、エコシステム

実現に不可欠なデバイスを創出します。

IoT分野では、オプト／アナログ技術とRF技術を融合した�

低消費電力／高感度／高耐ノイズ／超小型センサデバイスや

モジュールを創出します。

さらに、車載分野では、信頼性が高く評価されているビュー�

イングカメラに加え、R／G／B／IR（赤外線）のフルラインアップ

のレーザを活用し、自動車の飛躍的な進化に貢献していきます。

8Kエコシステム IoT 車載

8Kエコシステム実現に向けた独自開発デバイス 安心・安全・健康・快適な暮らしを支えるIoTデバイス 自動車の飛躍的な進化に貢献する高信頼性デバイス

• 8K CMOSイメージセンサ&コーデック
• 8Kビデオプロセッサ&タイミングコントローラ
• 8Kストレージ

• センサ（環境／人感／測距  他）
• マイクロプロセッシング
• イメージプロセッシング

• ADAS
  （LiDAR／ToF／車載カメラ／電子ミラー）
• R／G／B／IRレーザ

オプト技術 ： レーザ／CIS・CCD／光センサ

プロセス技術 ： 低オン抵抗／低コスト（少マスク）プロセス／低欠陥／低消費電力／低ノイズ
 カラーフィルター／マイクロレンズ／グローバルシャッター

One SHARPの要として
「人に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」の実現に貢献

独自デバイスを核に新しいアプリケーションを創出
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先進的なディスプレイの技術を創出するだけでなく、機器と

人とのコミュニケーションの強化に貢献し、人々の生活シーン

を豊かにしていきます。

シャープには、究極の映像体験を追求した「8Kディスプレイ」

や、デザイン性に優れた「フリーフォームディスプレイ（FFD）」�

など数多くのディスプレイ技術があり、さまざまなAIoT技術も

有しています。

こうした強みを最大限に活用し、スタイリッシュなモバイル

機器や先進的な8Kテレビなどを創出します。そして、車載や�

アビオニクス、医療、教育、公共インフラなどの分野においても、

これまでにない先進的なディスプレイを提案していきます。

また、これまで培ってきたディスプレイ技術を用いて、薄型�

軽量な衛星アンテナや被ばく量の極めて少ないX線センサな

ど、ノンディスプレイ分野でも革新的な機器を創出していき

ます。

Advance Display Systems
アドバンスディスプレイシステム

８Ｋ
超高精細映像による
イノベーション

個性・環境と調和した

Design 人に寄り添う

AIoT

パーソナル ホーム 車載／アビオニクス 医療／インフラ

• 個性あふれるディスプレイデザイン提案
• 高い携帯性、低消費電力の実現

• 8K解像度によるリアリティの実現
• AQUOSファミリー機器の拡充による
   ホームディスプレイの進化

• コネクテッドカー化が進む車載分野への貢献
• IGZO特長によるデザイン性実現

• ディスプレイ技術応用による医療分野への貢献
• 広告・教育・娯楽産業のIoT化、スマート化に貢献

低消費電力技術

バックプレーン技術（IGZO他）

高精細技術
（8K／HMD）

デザインフリー技術
（FFD／シースルー／カーブド）

ディスプレイ技術応用
（液晶アンテナ／X線センサ／μ流体デバイス）

先進ディスプレイで、人と機器とを繋ぎ、
人々の生活シーンをより豊かに
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これまで説明してきました4つの事業ドメインが2つの戦略�

推進室とOne�SHARPとなり、事業を推進していきます。

そして、2016年度に2兆506億円まで減少した売上高を、

2017年度は2兆5,100億円、2018年度は2兆8,900億円へとV字

回復させ、2019年度については売上高3兆2,500億円、営業�

利益1,500億円をめざします。

2019年度には、売上高3兆2,500億円、営業利益1,500億円をめざします
Ⅳ.事業目標

2015年度

V字回復の実現

2016年度 2017年度

当期純利益率

スマートホーム スマートビジネスソリューション
IoTエレクトロデバイス アドバンスディスプレイシステム

営業利益率

2018年度 2019年度

24,615億円

20,506億円

25,100億円
28,900億円

32,500億円

3.0%
3.6%

-1.2%

2.4%

2015年度： -10.4%-6.6%

One SHARP

売上高： 3兆2,500億円   営業利益： 1,500億円2019年度
全社目標

スマートホーム

•��AIoT対応機器／
� サービスの拡充
•�AIoTプラットフォーム
� のオープン化による
� 事業拡大

•��オフィス関連機器及び
サービスの拡充による
スマートオフィスの提案
強化
•��スマートファクトリー�
事業の拡大

AIoT戦略推進室

8Kエコシステム戦略推進室

2016年度

5,506億円
売
上
目
標

事
業
の
方
向
性

2019年度

1兆円以上

2016年度

3,177億円

2019年度

4,500億円以上

年度別目標 スマートビジネス
ソリューション

•��8Kディスプレイ需要の
創造
•��新規ディスプレイ�
（FFD／OLED等）の�
早期事業化
•�海外TV事業の拡大

2016年度

8,420億円

2019年度

1兆円以上

アドバンス
ディスプレイシステム

•��8Kエコシステム／�
IoT／車載関連デバイス
の重点強化
•��カメラモジュールの�
開発強化と新規顧客
開拓

2016年度

4,136億円

2019年度

8,000億円以上

IoT
エレクトロデバイス
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