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１．会社概要



１．会社概要 3

■ 社 名 シャープ株式会社

■ 創 業 １９１２年９月１５日

■ 事業内容 ＡＶ・通信機器、健康・環境機器、■ 事業内容 ＡＶ 通信機器、健康 環境機器、

情報機器、液晶、太陽電池、その他

電子デバイスなどの製造・販売

■ 資 本 金 2 046億7 500万円 (100万円未満は切捨）■ 資 本 金 2,046億7,500万円 (100万円未満は切捨）

■ 売 上 高 3兆219億7,300万円（連結）

（2011年3月末現在）

2兆4,312億1,700万円（単独）

■ 事業所数 国内11ｹ所

海外27ｹ国・地域64ｹ所（2010年9月9日現在）

（2011年3月期）

海外27ｹ国 地域64ｹ所

（生産拠点13ｹ国・地域21ｹ所）

■ 社 員 数 単体社員数：21,400名

連結対象会社社員数：57 300名 （単体社員数を含む）

（ 年 月 日現在）

連結対象会社社員数：57,300名 （単体社員数を含む）

グループ総人員： 65,100名

（国内31,600名、海外33,500名）

（2011年8月末現在）
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２.  シャープの企業ビジョン



２．シャープの企業ビジョン 5

◇ エコ ポジティブ カンパニ とは；◇ エコ・ポジティブ カンパニーとは；

すべてのステークホルダーとともに、事業活動による

環境負荷 《ネガテ ブ インパクト》 を大幅に上回る環境負荷 《ネガティブ・インパクト》 を大幅に上回る

環境貢献 《ポジティブ・インパクト》 を果たす企業。

製品・サービスを通じた

温室効果ガス削減などの

事業活動による

温室効果ガス排出などの 温室効果ガス削減などの

環境への貢献

温室効果ガス排出などの

環境への負荷

〈 ブ 〉

＜

〈ポジティブ・インパクト〉〈ネガティブ・インパクト〉



◇ エコ ポジティブ カンパニ の実現を目指して エコ ポジ

２．シャープの企業ビジョン 6

◇ エコ・ポジティブ カンパニーの実現を目指して、エコ・ポジ

ティブ戦略の4つの切り口から積極的な取り組みを展開。

「エコ・ポジティブ戦略」 4つの切り口

■ エコ・ポジティブ テクノロジー

◇ オンリーワン環境技術を通じた新規事業の創出◇ オンリ ワン環境技術を通じた新規事業の創出

■ エコ・ポジティブ プロダクト

◇ 製品・サービスを通じた環境貢献の拡大◇ 製品 サ ビスを通じた環境貢献の拡大

■ エコ・ポジティブ オペレーション

◇ モノづくりにおける環境負荷の低減◇ モノづくりにおける環境負荷の低減

■ エコ・ポジティブ リレーションシップ

◇ 社会との関わり合いを通じた企業価値の拡大◇ 社会との関わり合いを通じた企業価値の拡大



◇ ユ ザ やサプライヤ 投資家等 すべてのステ クホルダ

２．シャープの企業ビジョン 7

◇ ユーザーやサプライヤー、投資家等、すべてのステークホルダー

とともに実現した環境貢献（削減貢献量 等）を独自指標で

定量評価し 着実な実行を担保定量評価し、着実な実行を担保

創エネ・省エネ商品の創出を

通じた温室効果ガス削減貢献量

〈ポジテ ブ インパクト〉 減

温
室
効
果

〈ポジティブ・インパクト〉

事業活動による

削減貢献量
果
ガ
ス
の
量

事業活動による

温室効果ガス排出量

〈ネガティブ・インパクト〉

排出量
〈具体的な目標〉
創業100周年となる2012年度までに
温室効果ガスの排出量に対する

排出量

温室効果ガスの排出量に対する
削減貢献量を2倍以上にする。

2008 2012 年度
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３．シャープの環境戦略
～エコ・ポジティブ戦略～～エコ・ポジティブ戦略～
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３－１． エコ・ポジティブ テクノロジー

オンリ ワン環境技術を通じた新規事業の創出オンリーワン環境技術を通じた新規事業の創出



◇ プラスチックの自己循環型マテリアルリサイクル

10３-１．エコ・ポジティブ テクノロジー

◇ プラスチックの自己循環型マテリアルリサイクル

▶2010年度に再生プラスチックの使用量1,300トンの目標を達成。

商品使用
（ 客様）

解体
（お客様）

解体

プラスチックプラスチック プラスチック
部品回収

プラスチック
成形組立

破砕機投入洗浄添加物配合溶解 押し出しペレット調製

2001年度： 40トン ⇒ 2012年度目標： 1,500トン

破砕機投入洗浄添加物配合溶解・押し出しペレット調製

2001年度 40トン 2012年度目標 1,500トン



◇ バイオプラスチックとバイオ樹脂塗料の資源循環

３-１．エコ・ポジティブ テクノロジー 11

バイオプラスチック

◇ バイオプラスチックとバイオ樹脂塗料の資源循環

バイオプラスチック

汎用
プラス
チック

自己循環型マテリアルリサイクル

部材成形

製品
ポリ乳酸 ポリ乳酸－汎用プラスチック

ブレンドペレットデンプン
原料：トウモロコシ

イモなど

バイオ樹脂塗料

エステル化
製品の部材に塗装バイオ樹脂塗料

エステル化
デンプン



◇廃液晶ガラスを使用した高機能性塗料の開発

３-１．エコ・ポジティブ テクノロジー 12

◇廃液晶ガラ を使用した高機能性塗料の開発

▶高機能性塗料の調製フロー

液晶パネル工場 廃ガラス 粗破砕 微粉末 顔料
(約10μm)

高機能性塗料の使用を
塗料ベース

予定しているLED防犯灯
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３－２. エコ・ポジティブ プロダクト

製品を通じた環境貢献の拡大製品を通じた環境貢献の拡大



◇ 環境配慮型商品・デバイスの創出

３-２．エコ・ポジティブ プロダクト 14

▶スーパーグリーンプロダクト（SGP）

①「省エネ 断トツＮＯ １」

◇ 環境配慮型商品・デバイスの創出

① 省エネ 断トツＮＯ.１」

②「省エネ トップクラス」で「オンリーワン環境特長」

③「創エネ Ｎｏ １」（太陽電池）③「創エネ Ｎｏ.１」（太陽電池）

【環境配慮型商品のコンセプト】

ス
テ
ッ
プ

スーパースーパー
グリーンプロダクトグリーンプロダクト省エネ・創エネ グリーンマテリアル

/デバイスの使用

グリーングリーン
シール商品シール商品

プ
ア
ッ
プ

90点以上

省資源

省資源 電池・包装・取説
などの環境配慮

環境配慮性能/

グリーンプロダクトグリーンプロダクト

70点以上省資源

安全性

環境配慮性能/
情報の見える化リサイクル



３-２．エコ・ポジティブ プロダクト 15

◇ 進化する液晶テレビAQUOS先進の環境性能
▶ 液晶テレビ AQUOS Lシリーズ<LC-52L5>

・4原色技術「クアトロン」採用・4原色技術「クアトロン」採用

・新開発「UV2A技術」搭載の液晶パネル

・高効率のLEDバックライト採用

・年間消費電力量 132kWh/年年間消費電力量 132kWh/年

<LC-52L5> （従来機比※で25％以上削減）

※アクオスクアトロン3D LV3ラインとの比較。



３-２．エコ・ポジティブ プロダクト 16

◇半世紀以上に及ぶ開発の歴史
累計

約4.3GW

◇半世紀以上に及ぶ開発の歴史

シャープ太陽電池の累計生産量は、
約4 3ＧＷ

2011年 新型高効率単結晶
太陽電池の量産を開始

2010年 グリーンフロント堺
太陽電池工場(薄膜）が稼働

約4.3ＧＷ
（住宅用に換算して約100万件分）

衛星： 32年以上の実績
160基以上に搭載

薄膜シースルー

灯台： 43年以上の実績

160基以上に搭載
（2010年4月)

住宅用

2,500箇所以上の設置
（2010年4月）

電卓

～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～



３-２．エコ・ポジティブ プロダクト 17

◇太陽電池の商業化及び産業化が『IEEE マイルストーン』に認定◇太陽 商業化及 産業化 』 定

灯台用第単結晶モジュール 灯台用単結晶モジュール 宇宙用単結晶セル 住宅用多結晶セル
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モノづくりにおける環境負荷の低減

３－３. エコ・ポジティブ オペレーション

モノづくりにおける環境負荷の低減



19

◇ 「ス パ グリ ンファクトリ （SGF）Ⅱ」の取組み

３-３．エコ・ポジティブ オペレーション

▶2003年度から評価基準を設けて「スーパーグリーンファクトリー（SGF)」の認定を開始。

▶2008年度からSGFⅡ施策をスタート、更なる環境負荷削減を図る。

◇ 「スーパーグリーンファクトリー（SGF）Ⅱ」の取組み

2008年度からSGFⅡ施策をスタ ト、更なる環境負荷削減を図る。

▶2012年度までに国内全拠点Aランク以上、海外全拠点Bランク以上をめざす。

ＳＧＦⅡ施策
適切な設備運用と確実な環境負荷削減に軸足

ＳＧＦ施策
最新鋭の環境設備導入に軸足

180点

160点

200点

AAランクランク

ＳランクＳランク

140点SGF達成拠点は

SGFⅡへ移行

ＳＧＦＳＧＦ100点

BBランクランク

CCランクランク
SGF

GFGF

ＳＧＦＳＧＦ

90点

GFGF

ＳＧＦＳＧＦ ＳＧＦＳＧＦ
90点

00点

70点

GFGFGFGF



20３-３．エコ・ポジティブ オペレーション
◇スーパーグリーンファクトリーの認定状況

・海外工場は2007年度までにGF化を完了。
・SGF化を達成した工場から順次SGFⅡ施策へ移行

◇ グリ ンファクトリ の認定状況

▶国内外の生産拠点における環境への取り組みを強化。

NSEC（中国）

・SGF化を達成した工場から順次SGFⅡ施策へ移行。

海外のSGF認定拠点
（21拠点中 18拠点） WSEC（中国）

SUKM（英国）

SOCC（中国）

（21拠点中 18拠点）

SMPL（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）

SSMC（中国）

SKC（韓国）

SMF（フランス）

SUKM（英国）

SSEC（中国）

SSMC（中国）

SEES（スペイン）

SEMEX（メキシコ）
SOEM（マレーシア）

国内15拠点 SMCA（米国）

SPC（フ リピン）
S （ シア）

SMM（マレーシア） SATL（タイ）

SPC（フィリピン）

SMTL（タイ）SSI（インドネシア）



21３-３．エコ・ポジティブ オペレーション
◇「グリーンオフィス」のグローバル展開
▶グローバルシャープグループ販売会社のオフィスビルでの環境負荷削減

取組みにより、低炭素社会構築に貢献。

▶グリーンオフィスガイドラインに基づき グローバルでグリーンオフィス化を推進

◇ グリ ンオフィ 」のグ ル展開

評価項目 評価 ポイント

▶グリーンオフィスガイドラインに基づき、グローバルでグリーンオフィス化を推進。

■ グリーンオフィスの認定基準
■ 主な狙い

評価項目 評価のポイント

環境法令順守
・法令順守
・社内外監査でのｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ指摘状況

本来業務による
環境負荷低減

・環境配慮型商品の販売
・担当者スキルの向上

省エネ・創エネ商品の
販売拡大を通じた
環境貢献の最大化

■ 主な狙い

環境負荷低減 担当者スキルの向上

地球温暖化防止
・CO2排出量の削減
・エコカーの導入率

廃棄物対策
・ゼロエミッションの推進
・再資源化率

環境貢献の最大化

環境パフォーマンスの
改善に伴うコスト削減

グリーン購入等
・用紙使用量の削減
・グリーン購入の推進

職場環境整備
・施設･設備の運用管理
・廃棄物保管場所の管理

・教育計画達成率

改善に伴うコスト削減

環境情報開示を通じた
ブランドイメージ向上

環境教育の実施
・教育計画達成率
・S-EMS監査員の確保

環境社会貢献
活動

・地域と連携した活動の実施
・小学校環境教育への支援

ブランドイメ ジ向上

⇒認定基準の全評価項目において一定基準を満たすオフィスを｢グリーンオフィス｣に認定。



22

ブ プ

社会との関わり合いを通じた企業価値の拡大

３－４. エコ・ポジティブ リレーションシップ

社会との関わり合いを通じた企業価値の拡大



23３-４．エコ・ポジティブ リレーションシップ

◇環境コミュニケーションの展開
▶環境フォーラム、環境・社会報告書、ホームページなどを通じた情報の公開

◇環境コミュニケ ションの展開

中国（2010年5月6日 於 昆明）環境フォ ラム エコプロダクツ2010中国（2010年5月6日 於：昆明）環境フォーラム
10年3月インドネシア（ジャカルタ）、

09年6月中国（瀋陽）、日本（東京）、11月中国（杭州）、

エコプロダクツ2010

（2010年12月）

環境・社会報告書 WEB 環境社会活動ページ環境・社会報告書
（日本語・英語・中国語）

WEB 環境社会活動ペ ジ
http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/index.html



◇ 環境社会貢献活動 小学校環境教育 グ バル展開

３-４．エコ・ポジティブ リレーションシップ 24

《日本》

◇ 環境社会貢献活動：小学校環境教育のグローバル展開

《中国》《米国》《日本》 《中国》《米国》

・NPO法人 気象キャスター

ネットワ クと連携し
・2009年4月から米国及び中国での環境教育

活動を本格展開

ネットワークと連携し、

小学校環境教育を展開

・米国、アジア、中国で累計約200校で実施

（受講児童：約17,000人）

201１年7月末迄の累計実績

延べ 約2,300校

（受講児童 :約14万人）（受講児童 :約14万人）



25

４．GGSCの構築



４-１．導入の背景 26

◆欧州の「REACH規則」、RoHS指令に代表される製品含有化学物質規制は、中国（2007/3
施行） インド（2012/1施行予定） ベトナム（2011年成立）等の新興国に波及し施行）、インド（2012/1施行予定）、ベトナム（2011年成立）等の新興国に波及し、
含有化学物質管理が益々重要になってきている。

◆さらに、最近では中国環境NGOによるサプライヤー管理要求や、米国でのコンゴ産紛争鉱物
（タンタル／金／スズ／タングステン）の使用有無の開示義務付に見られるように、サプ
ライチェーン全体での環境負荷の削減とコンプライアンスの確保が求められてきている。

◆当社では 2006年12月30日に制定されたREACH規則への対応を契機に 含有化学物質管理◆当社では、2006年12月30日に制定されたREACH規則への対応を契機に、含有化学物質管理
体制を強化し、サプライヤーからの含有化学物質情報の収集システムと、製品毎、拠点毎に
含有化学物質量を集計するシステムの構築を推進してきた。

◆このシステムにより、サプライヤーから含有化学物質の情報を収集し、製品に含まれる化学
物質の量を集計することで、REACH規則の「情報伝達義務」と「届出義務」に対応すること、
さらには他の含有化学物質規制にも容易に対応することが可能となった。

◆サプライヤーのさらなるレベル向上を図ることにより、正確かつ迅速に情報を収集できる体
制（グローバル・グリーン・サプライチェーン）を構築する。



４-２．サプライチェーン上の課題 27

C 含 学 質★REACH規則をはじめとする製品含有化学物質規則に確実に対応し、
コンプライアンスを継続的に確保する必要がある。

★製品含有化学物質の種類や量、さらにCO2/GHG(温室効果ガス)、紛争
鉱物、環境汚染等のCSR課題等を、サプライチェーンを通した企業間で鉱物、環境汚染等のCSR課題等を、サプライチェ ンを通した企業間で
のデータ交換ができるインフラの構築が必要である。

★サプライヤーの管理レベルをさらに向上させるため、サプライヤーの
視点に立った教育・指導環境の整備と、迅速かつ正確な環境情報の収
集を可能とする仕組みを構築する必要がある集を可能とする仕組みを構築する必要がある。



４-３． GGSCのイメージ図 28

含有化学物質

ステークホルダー （政府機関、欧州化学品庁，消費者，NGO・・・）

パートナーシッププログラム

製品含有
化学物質情報

ＣＳＲ
情報

グリーン
調達情報

CO２/GHG
環境汚染情報

環
境
情 化学物質情報 情報調達情報環境汚染情報 情
報

地球温暖化

ＳＨＡＲＰ
欧州ＲＥＡＣＨ

欧州R HS 改正中国R HS

環境ＮＧＯ

カーボンフットプリント

CSR

紛争鉱物
欧州RoHS 改正中国RoHS

サプライヤーへの要求事項当社の基盤を

GGSC 構築用ＩＴツール

適正運用の監査

支える
サプライチェーン

適正運用の監査
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◆「含有化学物質パートナーシッププログラム」は
・ サプライヤーの視点に立った

サプライヤ のための・ サプライヤーのための
・ サプライヤーとともに

「含有化学物質管理」を推進するための協力関係を示している。
（従来の大手企業からの一方的な管理要求ではない新たなアプローチ・・・）（従来の大手企業からの一方的な管理要求ではない新たなアプローチ・・・）

◆「含有化学物質管理」を推進していく上で サプライヤーが抱える課題や問題を､◆ 含有化学物質管理」を推進していく上で、サプライヤ が抱える課題や問題を､
サプライヤーの皆様と共に解決し､サプライヤーのビジネス拡大に少しでも寄与
していく中で、「パートナーシップ」を醸成していく。

◆課題や問題をサプライヤーと解決するツールとして、「含有化学物質パートナー
シッププログラム」を位置づける。」
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「含有化学物質パートナーシッププログラム」を構成する３つの取り組み

①「グリーン調達ガイドライン」⇒ サプライヤー様の含有化学物質に関する社内管理体制を構築

・「当ガイドライン」をベースに、一次サプライヤーに社内管理体制を構築頂く。

その上で、実施状況を監査をもって担保する。

・製品含有化学物質管理ガイドライン（JAMP、JGPSSI）、共通監査シート（JEITA）を

使用することも可能。

②「GCCC ※1⇒②「GCCC」※1⇒ サプライヤーの含有化学物質管理を総合的に支援するクラウドポータルサービス

「GCCC」で提供する主なサービス（日・中・英）

・基礎研修／WEBセミナー／試験

デジタルコンテンツライブラリ・デジタルコンテンツライブラリー

・コンサルテーション
※1 GCCC   ： GREEN  Cloud Concierge Counter

③「ITツール」⇒ サプライヤーが情報システムを整備するためのツール

化学物質管理用ITツールを全階層の全てのサプライヤーへ無償配布し、同一ツールで

化学物質情報をやりとり出来る情報システムを整備する。
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当該「プログラム」を開始する前の
一次サプライヤーを対象とした
含有 学物質 査

≪全体イ ジ ≫

①グリーン調達ガイドライン

含有化学物質調査システム

これまでのガイドラインに、サプライヤー様が含有化
学物質に関する社内管理体制を構築頂くための要求
事項を付加したもの

監査

共通監査
シート事項を付加したもの

監

by JEITA

共通監査
シート

by   JEITA

製品含有化学物質管理

ガイドライン

②GCCC

サプライヤーの含有化学物質管理を総合的に支援する
クラウドポータルサービス

監
査

製品含有化学物質管理
ガイドライン

③共通ＩＴツール
サプライヤーが情報システムを整備するためのツール
（ JAMP認定ツール）

JAMP：
Joint Article Management Promotion-consortium



４-４．含有化学物質パートナーシッププログラム 32

GCCC
トップページ
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基礎研修
メニュー
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タイトル 講師 メディア 内容 提供時期

１ ▶ ＩＴツール導入編 ①
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

２ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

導入編 ② /

デジタルコンテン
ツライブラリー

メニュー

３ ▶ ＩＴツール導入編 ②
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

４ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

５ ▶ ＩＴツール導入編 ③
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

６ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

Ｉ
Ｔ
ツ

e
Ｂ
Ａ

７ ▶ ＩＴツール演習 (JGPSSI) –(1)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

８ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

９ ▶ ＩＴツール演習 (JGPSSI) –(2)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

１０ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11ツ
｜
ル

Ａ
Ｓ
Ｅ

１１ ▶ ＩＴツール演習 (JGPSSI) –(3)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

１２ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

１３ ▶ ＩＴツール演習 (AIS) –(1)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

１４ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11１４ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

１５ ▶ ＩＴツール演習 (AIS) –(２)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

１６ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

１７ ▶ ＩＴツール演習 (AIS) –(３)
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

/１８ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11

１９ ▶ ＩＴツール発展型
白

ＶＩＤＥＯ 動画研修 2011/11

２０ ▶ ↑ ＰＤＦ Ｔｅｘｔ 2011/11
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コンサルティング
メニュー



◆「含有化学物質パ トナ シ ププ グラム に いては
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◆「含有化学物質パートナーシッププログラム」については、
現在、中国サプライヤーを対象に推進中であり、今後以下
の通り他拠点へも展開するの通り他拠点へも展開する。

≪今後の展開≫

年 プ 修・2011年 7月～ 中国のサプライヤーへ研修

・2011年10月～ 日本のサプライヤーへオリエンテーション

・2011年11月～ 日本のサプライヤーへ研修

・2012年 1月～ 東南アジアのサプライヤーへオリエンテーション2012年 1月 東南アジアのサプライヤ へオリエンテ ション

・2012年 2月～ 東南アジアのサプライヤーへ研修

◆ 日本・東南アジアのサプライヤーも含め1000社の参画を、
今年度中に達成することを目標に取り組む。今年度中に達成することを目標に取り組む。




