
エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野 製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績（監査対象外）

   ３月３月３月３月31313131日に終了した日に終了した日に終了した日に終了した3333ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間            （単位（単位（単位（単位：億円）：億円）：億円）：億円）

売上高および営業収入売上高および営業収入売上高および営業収入売上高および営業収入 2000 2001 増減

オーディオ
外部顧客に対するもの ¥ 1,795 ¥ 1,484 -17.3%
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 26 27
計 1,821 1,511 -17.0
ビデオ
外部顧客に対するもの 1,657 1,575 -5.0
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 15 28
計 1,672 1,603 -4.1
テレビ
外部顧客に対するもの 1,648 1,933 +17.3
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 7 0
計 1,655 1,933 +16.8
情報・通信
外部顧客に対するもの 4,027 3,296 -18.2
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 6 48
計 4,033 3,344 -17.1
半導体
外部顧客に対するもの 606 453 -25.3
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 633 277
計 1,239 730 -41.1
コンポーネント
外部顧客に対するもの 1,526 1,542 +1.1
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 861 924
計 2,387 2,466 +3.3
その他
外部顧客に対するもの 1,313 1,373 +4.6
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 2,181 1,025
計 3,494 2,398 -31.4
カテゴリー間取引消去 (1,968) (1,401) —
合計 ¥ 14,333 ¥ 12,584 -12.2%

営業利益営業利益営業利益営業利益（損失）（損失）（損失）（損失） 2000 2001 増減

オーディオ ¥ (31) ¥ (112) —
ビデオ 60 10 -83.3%
テレビ (70) (10) —
情報・通信 176 18 -89.8
半導体 63 (106) —
コンポーネント (165) (67) —
その他 (165) (101) —
小計 (132) (368) —
配賦不能費用控除･カテゴリー間取引消去 40 (163) —
合計 ¥ (92) ¥ (531) —

（注）

1.上記の情報は「ビジネス別セグメント情報」におけるエレクトロニクス分野の売上高および営業収入･営業利益（損失）
の内訳です。ソニーの経営者はエレクトロニクス事業を単一のオペレーティング･セグメントとして意思決定を行っていま

すが、上記の情報は、当該セグメントを理解する上で投資家にとって有益なものであると考えています。

2.「半導体」および「その他」のカテゴリー間取引およびセグメント間取引には、主としてゲーム分野に対する売上が含まれ
ています。

3.「売上高および営業収入」における「外部顧客に対するもの」以外の金額情報は、米国会計原則にもとづいて開示している
ものではありません。製品カテゴリー別の「営業利益（損失）」には、エレクトロニクス分野全体における費用の配賦計算

が反映されています。この費用の配賦計算は、米国会計原則にもとづいて行っているものではありませんが、業績情報を提

供するにあたって合理的なものであるとソニーは考えています。



エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野エレクトロニクス分野 製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績製品カテゴリー別業績（監査対象外）

   ３月３月３月３月31313131日に終了した１年間日に終了した１年間日に終了した１年間日に終了した１年間            （単位（単位（単位（単位：億円）：億円）：億円）：億円）

売上高および営業収入売上高および営業収入売上高および営業収入売上高および営業収入 2000 2001 増減

オーディオ
外部顧客に対するもの ¥ 7,564 ¥ 7,475 -1.2%
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 140 94
計 7,704 7,569 -1.8
ビデオ
外部顧客に対するもの 7,915 8,064 +1.9
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 62 68
計 7,977 8,132 +1.9
テレビ
外部顧客に対するもの 7,037 7,479 +6.3
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 30 9
計 7,067 7,488 +6.0
情報・通信
外部顧客に対するもの 13,228 12,277 -7.2
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 78 131
計 13,306 12,408 -6.7
半導体
外部顧客に対するもの 2,377 1,823 -23.3
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 2,243 1,562
計 4,620 3,385 -26.7
コンポーネント
外部顧客に対するもの 6,125 5,724 -6.5
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 4,550 4,060
計 10,675 9,784 -8.3
その他
外部顧客に対するもの 5,748 5,088 -11.5
ｶﾃｺﾞﾘｰ間取引およびｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 5,209 5,450
計 10,957 10,538 -3.8
カテゴリー間取引消去 (7,572) (6,200) —
合計 ¥ 54,734 ¥ 53,104 -3.0%

営業利益営業利益営業利益営業利益（損失）（損失）（損失）（損失） 2000  2001 増減

オーディオ ¥ 224 ¥ 221 -1.3%
ビデオ 1,086 965 -11.1
テレビ 203  165 -18.7
情報・通信 365 (400) —
半導体 547 (126) —
コンポーネント 260 (249) —
その他 (305) (612) —
小計 2,380 (36) —
配賦不能費用控除･カテゴリー間取引消去 91 (46) —
合計 ¥ 2,471 ¥ (82) —

（注）

1.上記の情報は「ビジネス別セグメント情報」におけるエレクトロニクス分野の売上高および営業収入･営業利益（損失）
の内訳です。ソニーの経営者はエレクトロニクス事業を単一のオペレーティング･セグメントとして意思決定を行っていま

すが、上記の情報は、当該セグメントを理解する上で投資家にとって有益なものであると考えています。

2.「半導体」および「その他」のカテゴリー間取引およびセグメント間取引には、主としてゲーム分野に対する売上が含まれ
ています。

3.「売上高および営業収入」における「外部顧客に対するもの」以外の金額情報は、米国会計原則にもとづいて開示している
ものではありません。製品カテゴリー別の「営業利益（損失）」には、エレクトロニクス分野全体における費用の配賦計算

が反映されています。この費用の配賦計算は、米国会計原則にもとづいて行っているものではありませんが、業績情報を提

供するにあたって合理的なものであるとソニーは考えています。


