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「ソニーモバイルコミュニケーションズ 新たな事業体制と人員削減計画を発表」 

  

英国ロンドン時間、 2012 年８月 23 日、ソニー株式会社の連結子会社である Sony Mobile 

Communications AB は上記の発表を行いました。 

 

なお、今回発表した人員削減がソニーの 2012 年度の連結業績に与える影響は現在精査中ですが、そ

の影響は軽微であると現時点では見込んでいます。 

 

詳細は、別添の英文プレスリリース参考和訳及びその原文をご参照ください。 
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ソニー株式会社 

ソニーモバイルコミュニケーションズ 

新たな事業体制と人員削減計画を発表 
 

ソニーモバイルコミュニケーションズが、本日、グローバルな事業体制の変更とそれにともなう

人員削減計画について、広報発表しましたので、発表内容の日本語参考訳をお届け致します。 
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2012 年 8 月 23 日（英国ロンドン発） 

 

ソニーモバイルコミュニケーションズ（以下、ソニーモバイル）は、本日、東京（日本）、ルン

ド（スウェーデン）、北京（中国）の、各開発拠点の体制・機能の変更を発表しました。ソニー

モバイルは、2012 年 10 月に本社機能と他の一部の機能をルンドから東京に移管します。さらに、

各主要開発拠点の強みを活かすために、各拠点の役割・機能を変更します。これらの施策を通じ

て、市場への迅速な商品導入やサプライチェーンマネジメントの効率化、ソニーグループとのよ

り広範な統合の推進など、ソニーモバイルのオペレーション及び開発力の強化を目指します。 

 

ソニーモバイル 鈴木国正 社長 兼 CEO のコメント 

「ソニーは、モバイル事業を重点事業領域の一つに位置付けており、Xperia TMスマートフォンの

商品ポートフォリオは、世界中の通信事業者やお客さまの間で好評を博しています。お客さまへ

提供する価値を一層高めていくために、ソニーグループとの統合・融合を加速していきます。重

点領域により焦点を定め、効率的なオペレーション体制を構築することで、ソニーモバイルのコ

ストを削減し、市場への迅速な商品導入を実現し、そして事業を強固なものに再生していきま

す。」 

 

ソニーモバイルは、事業体制の変更にともない、オペレーションの効率化、及びコスト削減を実

現し、利益を生み出す成長を推進するために、2012 年度から 2013 年度にかけて（2014 年 3 月

末までに）、全世界で約 15%（派遣社員を含めて約 1,000 人）の人員削減を予定しています。 

 

本日、ソニーモバイルはスウェーデンの当局に人員削減計画の届け出を提出し、ソニーモバイル

のルンド拠点で様々な業務に従事している正社員のうち、約 650 人が業務終了の影響を受ける見



 
   

込みである旨の報告をしました。削減を見込む人員の残りは、主にスウェーデンの派遣社員です。

ルンドは、今後もソニーモバイルの重要な戦略拠点として、ソフトウェアとアプリケーション開

発に注力していきます。 

 

ソニーモバイルは、ソニー株式会社がエリクソン社の保有するソニー・エリクソン・モバイルコ

ミュニケーションズの 50%の株式を取得する取引を 2012 年 2 月 15 日に完了したことにより、

ソニー株式会社の 100%子会社となりました。 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
Press Release 
 

 
Sony Mobile Communications Announces New 

Operational Structure and Reduction in Workforce   
 

LONDON, UK – August 23, 2012 – Sony Mobile Communications AB (“Sony 

Mobile”) today announced that it is altering the global operational structure of its 

development sites in Tokyo, Japan, Lund, Sweden and Beijing, China. In October 

2012, Sony Mobile will move its corporate headquarters and certain other 

functions from Lund, Sweden, to Tokyo, Japan. Sony Mobile has also redefined the 

roles and responsibilities of each major development site to leverage the strengths 

of each respective site. These measures aim to enhance operational and 

development capabilities of Sony Mobile such as time to market efficiency, 

streamline supply chain management and drive greater integration with the wider 

Sony group.    

 

“Sony has identified the mobile business as one of its core businesses and the 

Xperia™ smartphone portfolio continues to gain momentum with customers and 

consumers worldwide,” said Kunimasa Suzuki, President and CEO of Sony Mobile.  

“We are accelerating the integration and convergence with the wider Sony group 

to continue enhancing our offerings, and a more focused and efficient operational 

structure will help to reduce Sony Mobile’s costs, enhance time to market 

efficiency and bring the business back to a place of strength.”  

 

In relation to the operational structure changes, Sony Mobile plans to reduce its 

global headcount by approximately 15 percent (approximately 1000 personnel, 

including consultants) throughout the financial years of 2012 and 2013 (i.e. by the 

end of March 2014) as the company seeks to increase operational efficiency, 

reduce costs and drive profitable growth.  

       

Today Sony Mobile filed a redundancy notification (“varsel”) with the Swedish 

authorities to notify them that the company expects around 650 employees across 



 
   

a number of functions at Sony Mobile in Lund to be affected by job closures.  The 

remaining headcount reductions will be primarily consultants in Sweden. Lund will 

continue to be an important strategic site for Sony Mobile, with the main focus on 

software and application development.  

 

Sony Mobile is a wholly-owned subsidiary of Sony Corporation, following Sony 

Corporation’s acquisition of Telefonaktiebolaget LM Ericsson’s  50% stake in Sony 

Ericsson Mobile Communications AB, completed on February 15, 2012.  

 

 

- ENDS – 

 
“Sony” is a trademark of Sony Corporation. “Xperia” is a trademark of Sony Mobile Communications. 
All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 
 

For more information, images and videos please visit: pressreleases.sonymobile.com 
 
About Sony Mobile Communications 
Sony Mobile Communications is a subsidiary of Tokyo-based Sony Corporation, a leading global 
innovator of audio, video, game, communications, key device and information technology products 
for both the consumer and professional markets. With its music, pictures, computer entertainment 
and online businesses, Sony is uniquely positioned to be the leading electronics and entertainment 
company in the world. Through its Xperia™ smartphone portfolio, Sony Mobile Communications 
delivers the best of Sony technology, premium content and services, and easy connectivity to Sony’s 
world of networked entertainment experiences. For more information:  
www.sonymobile.com  
 

http://pressreleases.sonymobile.com/
http://www.sonymobile.com/
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