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グループ主要企業一覧

会社概要（2012年3月31日現在）

商号：カシオ計算機株式会社

英文商号：CASIO COMPUTER CO., LTD.

本社：〒151-8543 東京都渋谷区本町一丁目６番２号

TEL ：03-5334 - 4111（代表）

設立年月日：1957（昭和 32）年 6 月 1 日

資本金：485 億 9,200 万円

従業員数：11,663 名（連結）

売上と利益 （2012年3月期 連結）

■売上高 301,660百万円

■営業利益 9,065百万円

■経常利益 6,980百万円

■当期純利益 2,556百万円

History of CASIO カシオの歴史

1957 樫尾四兄弟が世界初の小型純電気式計算機「14-A」を商品化、カシオ計算機株式会社を設立

1965 トランジスタを採用した電子式卓上計算機「001」発売

1966 電子式卓上計算機を海外に初輸出

1967 スイスに「ヨーロッパ事務所」を設置

1970 米国に販売会社「カシオインク」を設立

 東京証券取引所第二部に株式上場

1972 東京証券取引所第一部に指定替え

 世界初のパーソナル電卓「カシオミニ」発売

1974 デジタル時計「カシオトロン」発売

1978 台湾に生産会社「カシオ台湾」を設立

1980 電子楽器「カシオトーン」発売

1981 電子辞書「TR-2000」発売

1983 耐衝撃腕時計「G-SHOCK」発売

1985 中国・北京に事務所を開設

1989 ユーザープログラム不要の事務用情報処理装置「ADPS R1」発売

1995 液晶モニター付きデジタルカメラ「QV-10」発売

 電波ウオッチ「FKT-100」発売

2000 防水・耐衝撃機能を備えた携帯電話「C303CA」が IDO/DDI - セルラーグループより発売

2002 世界最薄（当時）のウェアラブルカードカメラ「EXILIM」発売

2003 ｢カシオ創造憲章｣ を制定

 データプロジェクター市場に参入

2004 フルメタルケースのソーラー電波ウオッチ「OCEANUS」発売

2006 電卓累計販売台数が 10 億台に到達

2008 高速連写デジタルカメラ「EX-F1」発売

2009 「G-SHOCK」の累計販売個数が 5,000 万個に到達

2011 ネットワークサービス「イメージングスクエア」を開設

役 員 （2012年7月21日現在）

取締役
代表取締役社長
樫尾 和雄※

代表取締役副社長
樫尾 幸雄※

専務取締役
村上 文庸※ （コンシューマ事業部長）

常務取締役
髙木 明德※ （財務・IR担当）

中村 寛※ （営業本部長）

樫尾 彰※ （営業本部 副本部長）

取締役
高島 進※ （研究開発 兼 環境担当）

武市 浩一※ （総務人事統轄部長）

増田 裕一※ （時計事業部長）

樫尾 和宏※ （DI事業部長）

石川 博一 （社外取締役）

※印の取締役は執行役員を兼務しています

監査役
監査役（常勤）
寺尾 康史 （社外監査役）

髙須 正
監査役
大德 宏教 （社外監査役）

執行役員
取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりです。

大埜 修 （生産資材統轄部長）

矢澤 篤志 （生産資材統轄部 副統轄部長）

持永 信之 （VP事業部長）

泉 徹郎 （システム事業部長）

守屋 孝司 （システム事業部 副事業部長）

中村 均 （営業本部 国内営業統轄部 副統轄部長）

樫尾 哲雄 （営業本部 CS 統轄部長）

沖室 敏治 （営業本部 海外営業統轄部 副統轄部長）

外山 秀之 （総務人事統轄部 人事部長）

樫尾 隆司 （宣伝部長

  兼 株式会社カシオコミュニケーションブレインズ代表取締役社長）

中山 仁 （QV事業部長）

高野 晋 （財務統轄部長）

山岸 俊之 （経営統轄部長）

小林 誠 （秘書渉外部長）

植原 正幸 （営業本部 戦略統轄部長）

伊東 重典 （営業本部 米州地域統轄担当）

報告セグメントごとの売上高と営業利益

売上高

百万円
301,660

コンシューマ
売上高  215,327百万円（71.4%）
営業利益  14,643百万円

システム
売上高  43,103百万円（14.3%）
営業利益  －2,350百万円

Consumer

System

・ ウオッチ
・ クロック
・ 電子辞書
・ 電卓
・ 電子文具
・ 電子楽器
・ デジタルカメラ など

・ ハンディターミナル
・ 電子レジスター
・ オフィス・コンピューター
・ ページプリンタ
・ データプロジェクター など

その他
売上高  43,230百万円（14.3%）
営業利益  299百万円

Others

・ 金型 など

地域別売上高比率

国内

欧州

Domestic

Europe

 47.2%

北米

North 
America

 10.2% 15.2%

Asia
& Others
アジア・その他

 27.4% 国内

山形カシオ株式会社

カシオ電子工業株式会社

カシオテクノ株式会社

カシオヒューマンシステムズ株式会社

カシオ情報機器株式会社

株式会社CXDネクスト

カシオマーケティングアドバンス株式会社

カシオビジネスサービス株式会社

株式会社カシオコミュニケーションブレインズ

マス株式会社

株式会社フォトハイウェイ・ジャパン

アジア

Casio Taiwan Co., Ltd.

Casio Electronics （Shenzhen） Co., Ltd.

Casio Computer （Hong Kong） Ltd.

Casio （Guangzhou） Co., Ltd.

Casio Electronic Technology （Zhongshan）Co., Ltd.

Casio （Shanghai） Co., Ltd.

Casio India Co., Pvt. Ltd.

Casio Singapore Pte., Ltd.

Casio （Thailand） Co., Ltd.

米州

Casio Canada Ltd.

Casio America, Inc.

Casio Mexico Marketing, S. de R. L. de C.V.

Casio Brasil Comercio De Produtos Eletronicos Ltda.

Casio Latin America S.A.

欧州

Casio Electronics Co., Ltd.

Casio Europe GmbH

Casio France S.A.

Casio Benelux B.V.

Casio Scandinavia AS

Casio Espana, S.L.

Limited Liability Company Casio

Casio Italia S.r.l.
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