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テクノロジーに裏打ちされた
クリエイティブエンタテインメントカンパニー

技術の力を用いて人々の生活を豊かにしたい、というファウンダーの夢から生まれたソニーは、

現在、ゲーム、音楽、映画、アニメなどのコンテンツIP（知的財産）によって構成されるエンタテ

インメント事業、エレクトロニクス事業、「プレイステーション ネットワーク」（PSNSM）や金融などの

Direct to Consumer（DTC）サービス事業を展開する企業グループとなっています。これらの事業

の全ては、基本的に人を軸としています。「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で

満たす」というソニーのPurpose（存在意義）のもと、「人に近づく」ことによって、より大きな価値を

もたらす企業へと成長してまいります。

吉田 憲一郎
代表執行役 社長 兼 CEO

CEOメッセージ
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ソニーの価値創造

　ソニーのファウンダーは、技術の力を用いて人々の生

活を豊かにしたい、という強い思いを持っていました。そ

して、その夢を共有するエンジニアたちの志や技術が原

動力となり、人々の心の琴線にふれる数々のイノベー

ションやヒット商品を生み出し、社会の豊かさの実現に

貢献してきました。ソニーの社会的な存在意義の起源

は、こうした創業時の思いや夢であり、それはこれからも

変わりません。

　さらに、ソニーが将来にわたって意義のある存在であ

り続けるためには、約11万人の全世界のソニーグループ

社員が長期視点で一丸となって新たな価値を生み出し

ていくことが重要であり、そのために、Sony’s Purpose 

& Valuesを今年定義しました。

　ソニーのPurposeはその名のとおり、我々ソニーが何

のために存在するか、を表したものです。そして、ソニー

のアイデンティティは、「テクノロジーに裏打ちされたクリ

エイティブエンタテインメントカンパニー」です。そのうえ

でソニーはどこに向かうのかを示す経営の方向性が「人

に近づく」です。それらとソニーの事業ポートフォリオ、そ

してテクノロジーと人材の関係性を示したものをソニー

の価値創造モデルとしました。私は、ソニーのユニークさ

は、「人に近づく」という言葉の中にユーザーだけでなく

クリエイターが入ることと、多様な全ての事業にテクノロ

ジーのベースがあること、そして非常に多様な人材を有

していることだと考えています。

　こうしたソニーのPurposeとアイデンティティ、方向性

に基づいて、多様性を生かしたソニーにしかできない価

値創出を実現してまいります。

3つの経営方針

　2018年4月にCEOを引き継いだ私をはじめ、経営チー

ムが担う最大の責任は、ソニーを次なる成長ステージへ

と導き、より良いソニーを次世代につなぐことです。

　2018年度、2期連続の最高益更新という好業績を収

められたのも、2006年から取り組んできた「プレイス

テーション ネットワーク」（PSNSM）や、2004年に半導体

の主力事業としてCCDから大きく舵を切ったCMOSイ

メージセンサーなどのこれまでの長期にわたる取り組み

が実を結んだ結果です。今後のソニーは、多様な事業を

有することを強みに、グループ全体として新たな価値を

創出していきます。

　このような考えのもと、経営の方向性である「人に近

づく」を戦略に落とし込み、中期経営計画としてまとめま

した。以下、この中で示された3つの経営方針と、中期経

営計画の初年度である2018年度の進捗、そして今後の

方向性をご説明します。

　方針の1つ目は、「ユーザーに近づくDTCサービスと、ク

リエイターに近づくコンテンツIPの強化」です。ユーザー

とのつながりを強め、リカーリング収益をもたらすDTC

サービスを強化すると同時に、コンテンツIPの獲得・再活

性化や価値最大化を目指します。

　2018年度の進捗としては、まずDTCサービス強化にお

ける成果として、世界有数のネットワークサービスとなっ

たPSNSMの成長が挙げられます。ゲーム＆ネットワーク

サービス（G&NS）分野は、2018年度に単一セグメントと

して過去最高の売上・利益を計上しましたが、これを牽

引したのが、当該セグメント売上の6割以上を占める

PSNSMです。

　また、「プレイステーション」はコンソールゲーム市場で

はNo.1の地位にあり、「プレイステーション 4」（PS4Ⓡ）は

2019年度中に累計販売台数1億台という大きなマイルス

トーンに到達する見込みです。

　コンソールゲームの価値提供の最も大切な軸は、没入

感を意味する「イマーシブ」なゲーム体験の提供ですが、

ここは歴代「プレイステーション」コンソールの進化の過

程で我々が最も注力してきた領域のひとつです。ソニー
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Purpose
（存在意義）

クリエイター ユーザー

人に近づく
経営の方向性

テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー

価値創造の
基盤

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービス

テクノロジー

人材

クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。

多様な事業
ポートフォリオ

ソニーの価値創造モデル
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が現在開発を進めている次世代コンソールでもこの方

針は変わらず、飛躍的な描画スピードの向上を図ります。

そして、通信・ネットワーク環境およびモバイルデバイス

の性能の向上によって、こうした体験をいつでもどこでも

「シームレス」にお届けすることが現実的になってきてい

ます。すでに「プレイステーション」ではゲームソフトをさ

まざまな場所に持ち出し、いつでもどこでもストレスなく

続きを楽しんでいただけるサービスを提供しています

が、コンピューティング、ストリーミング、クラウド、5Gな

ど、最新の技術で「プレイステーション」のユーザー体験

を進化させ続けます。

　コンテンツIPに関しては、ゲーム・音楽・映画の各分野

でIPを活用したヒット作を数多く生み出しました。音楽

分野では、EMIミュージック・パブリッシングの100％子

会社化により、ソニーは世界最大の音楽出版会社ともな

りました。音楽コンテンツのさらなる強化に向けて、スト

リーミングで人気が高い音楽ジャンルのアーティストの

獲得・育成、そして今後、市場として成長の機会が見込め

る中国を含むローカルアーティストの育成に努めてまい

ります。映画分野では、ソニー・ピクチャーズエンタテイン

メント（SPE）が、約100年の歴史を持つハリウッドスタジ

オとして、再活性化が可能な多くの過去作品の資産を

保有しているほか、900を超えるマーベル・キャラクター

を題材とした映画・テレビ番組のコンテンツを製作する

権利を有しています。ゲーム分野では、自社制作コンテン

ツのさらなる強化に向けた積極的な投資を行うととも

に、社外のコンテンツ開発会社との信頼関係を維持・向

上させ、2018年度に引き続きヒット作の創出を図ってい

きます。

　2つ目は、「ブランデッドハードウェア事業による安定的

に高いレベルのキャッシュ・フローの創出」です。これまで

の事業構造改革と高付加価値化が奏功し、ブランデッド

ハードウェア事業は高収益体質となり、引き続きクリエイ

ターとユーザーをつなぐ製品展開を進めていきます。

　そして、新しい価値創造とさらなる事業の最適化を加

速するため、2019年4月には、全てのコンスーマーエレク

トロニクス事業とプロフェッショナルソリューションビジ

ネスを「エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション

（EP&S）事業」として統合しました。当該セグメントは、

2018年度の営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フ

ローの合計＊で、G&NSセグメントに次ぐ約900億円を

創出しました。当該事業のミッションは、クリエイターで

ある映画監督やプロカメラマン、アーティストの創造力、

表現力を思う存分に発揮できる商品をつくり続け、また、

そうしたプロも納得する技術を凝縮した、コンスーマー

向けプロダクトをつくり出すことです。今後も、「撮る、録

る、観る、聴く、プレイする」という全てのエンタテインメ

ント機能を追求し、クリエイター、そしてユーザーに最も

信頼され、愛されるブランドとして進化してまいります。

　3つ目は、「CMOSイメージセンサーの領域においてイ

メージング用途で世界No.1を維持し、センシング用途で

世界No.1を目指す」です。CMOSイメージセンサーは、コ

ンテンツの創造に欠かせないだけでなく、IoTやAI、自動

運転などの将来技術におけるキーデバイスです。2018年

度もイメージング用途で、高精細化に加え、多眼化・大判

化が進むスマートフォン市場への安定的な供給を実現

し、業界No.1のポジションを堅持しました。センシング用

途でも、2018年度より大手車載メーカー様での採用、そ

して、ソニーが技術優位性を持つiToF（indirect Time 

of Flight）センサーの大手メーカー様のスマートフォン

への搭載を実現しています。今後はこれまで長年培って

きた技術を競争力の源泉としながら、CMOSイメージセ

ンサー自体をインテリジェント化していくエッジAIを進

化の方向性、成長機会として位置づけています。
＊  当該指標は米国会計原則に則った開示ではありませんが、ソニーは、
この開示が投資家の皆様に有益な情報を提供するものと考えていま
す。詳細は、2018年度第4四半期連結業績補足資料の「セグメント別
キャッシュ・フロー」をご参照ください。
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多様な事業
ポートフォリオ

価値創造の
基盤

テクノロジー

人材

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービスエレクトロニクス

多様性による価値創造

　創業から73年の歴史の中で、ソニーは幅広い事業

ポートフォリオを有する会社へと進化してきました。価値

創造を進めるにあたり、その源泉となるのはソニーの持

つ事業の多様性、テクノロジー、人材です。そして現在

は、各事業がそれぞれの事業領域で独自の優位性を磨

いたうえ、さらに事業間シナジーによる新たな価値創造

を加速していくフェーズにあります。

　ソニーの事業ポートフォリオは、「エンタテインメント」

「エレクトロニクス」「DTCサービス」の3つの領域に大別

されます。「エンタテインメント」は、1968年のCBS・ソ

ニーレコード設立を起源とし、以来、ゲーム、映画、アニ

メなどの分野にも広がり、クリエイターの活動を支え、感

動を生むコンテンツ創出を果たしてきました。また、創業

以来手がけている「エレクトロニクス」は、クリエイターの

コンテンツ創造から、それをユーザーに届けることまで

を担います。「DTCサービス」は、1979年のソニー・プルデ

ンシャル生命保険（現 ソニー生命保険）の設立を起源と

する、ユーザーと直接つながる事業です。PSNSMや金融

事業がこれにあたります。

　そして、これらの事業は、いずれもテクノロジーと不可

分であり、事業間シナジー創出に向けた取り組みを加速

Venom © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2019 MARVEL. 
The Crown © 2018 Left Bank Pictures (Television) Limited. All Rights Reserved.
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
 『ゴッド・オブ・ウォー』 ©2018 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
“　  ”、“PlayStation” および“　  ” は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

CEOメッセージ
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する重要な要素です。ここでのポイントは、まず多様な事

業に力を与えるテクノロジーを活用することです。私は、

テクノロジーの領域において「得意技の周りに仲間を集

める」ことが重要と考えていますが、オーディオ・ビジュ

アルやイメージセンサー、ロボティクス、AIといったソ

ニーが強みを有するテクノロジーを基軸に、エレクトロニ

クス事業とゲーム・音楽・映画・金融の各事業との連携が

進んでいます。

　また、クリエイターやユーザーにさらに近づくことでシ

ナジー創出を図る取り組みも進んでいます。例えば、「ス

パイダーマン」が好事例となった、強力なコンテンツIPを

映画、ゲームなど幅広い分野で活用するといった展開に

も取り組んでいます。そして、ソニー・インタラクティブエ

ンタテインメントが、SPEのスタジオ内に、「プレイステー

ション」のゲームIPの映像化を行う製作チームを新設す

るほか、映画と音楽でも、協業の動きが出始めています。

クリエイターの獲得をめぐる競争は激化していますが、

音楽、映像、ゲームというクリエイターにとっての多様な

事業機会とソニーの強みであるテクノロジーは、トップレ

ベルのクリエイターとの協業の可能性を広げるものと考

えています。

地球の中のソニー

　私は社長就任に合わせて、社内ブログを開設しまし

た。その最初の投稿のタイトルは「地球の中のソニー」で

した。これは、地球環境も含めた社会への貢献を見据え

て経営に取り組むことが肝要だという思いから書いた

ものです。

　地球、社会の中の一員としてのソニーは、全ての事業

活動を通じて、経済価値の追求と同時に、社会価値の創

出、それによるより良い地球環境、社会づくりに継続して

貢献してまいります。

　社会への貢献には多様な側面がありますが、クリエイ

ティビティとテクノロジーの力で人々の心を豊かにする

ことは、感動の提供を存在意義とするソニーの果たす最

大の社会価値であると考えます。さらに、事業は地球環

境や社会があってこそ成り立つという認識のもと、環境

や人権に対する取り組みをサプライチェーン全体で継続

していきます。また、イメージングやセンシング技術をは

じめ、ソニーのテクノロジーは、医療や教育、モビリティ、

セキュリティなどの進展にも寄与するものです。事業の

育成に積極的に取り組み、こうした領域をソニーの

2020年代における社会貢献の柱としていく考えです。
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　ソニーの「設立趣意書」には、「社会的使命を自覚し

て、思い切り働ける安定した職場をこしらえる」とありま

す。創業以来、一貫して、ソニーのあらゆる事業では、社

会に新しい価値をもたらしていこうという姿勢を持ち続

けています。感動を生み出すことで人の心を豊かにす

る、クリエイターの夢の実現を支える、世の中に安心・安

全を提供する、といった価値を生み出すため、ソニーは

挑戦を続けてまいります。同時に、こうした価値創造の取

り組みを通じて、お客様や社員、株主様などのステーク

ホルダーと、より深いつながりを築くことが大切だと考え

ています。

　ソニーが、これからも感動を生み出し、持続的に社会

価値と経済価値を創出できるよう、長期的な視点で経営

に取り組んでまいります。今後のソニーに、ぜひご期待く

ださい。

ソニーは、「Sony’s Purpose & Values」という存在意義と価値観、

「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」

というソニーの本質、そして「人に近づく」という方向性を掲げています。

こうしたソニーのPurposeとアイデンティティ、方向性に基づいて、

多様性を生かした、ソニーにしかできない価値創造を実現してまいります。

CEOメッセージ
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テクノロジーに裏打ちされた
クリエイティブエンタテインメントカンパニー

Spider Man: Into the Spider-Verse © 2018 Sony Pictures Animation Inc.  
All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2019 MARVEL.  
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＊ 営業キャッシュ・フローは米国会計原則に則った開示ではありませんが、ソニーは、この開示が投資家の皆様に有益な情報を
提供すると考えています。詳細は、P.20～21をご覧ください。

売上高及び
営業収入

8.7兆円
営業

キャッシュ・フロー
（金融分野を除く）

7,534億円＊
ROE

27.3％
従業員数

114,400名

ソニーは「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」

として、「人に近づく」という経営の方向性のもと、さらなる価値を創造し、企業価値

の向上を実現するとともに、持続可能な社会の発展に貢献していきます。
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ファウンダーの夢から生まれたソニー

　第二次世界大戦終戦の翌年である1946年、井

深大と盛田昭夫が、自分たちの技術を世の中に役

立てていきたいとの思いから、二十数名の仲間と

ともにソニーの前身・東京通信工業株式会社を設

立。ラジオの修理から始まり、大衆製品の開発・販

売に取り組みました。会社設立の目的を「技術者が

その技能を最大限に発揮することのできる“自由

闊達にして愉快なる理想工場”を建設し、技術を通

じて日本の文化に貢献すること」と記しています。

　1958年に社名を現在の「ソニー」に変更しまし

た。電機メーカーを連想させない社名を選んだの

は、「電気製品にとどまらず、開拓者精神を発揮し

て新しい分野にも挑戦し、世界に通用する企業グ

ループになっていこう」という井深、盛田たちの思

いの表れでした。

盛田昭夫（左）　井深大（右）

「ソニー（Sony）」の由来
音を意味する「SONIC（ソニック）」の語源となったラ
テン語の「SONUS（ソヌス）」と、小さい・坊やという
意味の「SONNY（サニー）」を組み合わせた造語。

  音楽
半導体

エレクトロニクス
1946 1950 1955 1960 1965 1970

1979：米国保険会社プルデンシャルと
の合弁によるソニー・プルデンシャル
生命保険（1991年、ソニー生命保険に
社名変更）を設立。金融機関を有する
新しい企業グループとなりました。

2

1

1968：米国CBSとの合弁によるCBS・ソ
ニーレコードを設立し、ソフトウェアビジ
ネスに参入。レコード販売だけでなく、
自前のプレス工場の所有やアーティス
ト発掘・マネジメント業務など、業界の
慣習にとらわれない事業モデルを確立
しました。（1991年にソニー・ミュージック
エンタテインメント（SMEJ）に社名変更）

1 1979：12万画素のCCDイメージセン
サー「ICX008」を商品化。その後も差
異化技術に取り組み、2000年に
CMOSイメージセンサー「IMX001」を
商品化。現在は、CMOSイメージセン
サーの金額シェアNo.1＊を実現してい
ます。
＊ソニー調べ

3

1988：世界40カ国において音楽ビジ
ネスを行う、米国CBS傘下のCBSレ
コードを買収。ハードウェアとソフト
ウェアをビジネスの両輪として回転さ
せていくソニーグループの戦略が明
確化されました。（1991年にソニー・
ミュージックエンタテインメント
（SME）に社名変更）

4

「設立趣意書」　

真面目ナル技術者ノ技能ヲ最高度ニ発揮セシムベキ 

自由豁達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設

多様性による価値創造のあゆみ

12



15 13

８

6

10

27

9

11 86,657
億円

ゲーム&
ネットワーク
サービス

半導体
音楽

金融
ホームエンタテインメント&
サウンド

＆イメージング・プロダクツ＆
ソリューション

モバイル・
コミュニケーション

映画

6
68

8
8

９ 73,148
億円

エレクトロニクス

保険
映画

音楽

ゲーム

   ゲーム
   映画

  金融

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

3

8 97 10

4

5

6

2

1993：ソニーとソニー・ミュージックエン
タテインメント（SMEJ）の共同出資によ
り、ソニー・コンピュータエンタテインメン
ト（2016年、ソニー・インタラクティブエン
タテインメントに社名変更）を設立。翌
年、家庭用ゲーム機「プレイステーショ
ン」を日本国内にて発売し、ゲームビジ
ネスへの本格参入を果たしました。

6 2001：ソニーとスウェーデンのエリクソ
ンとの携帯電話事業の合弁としてソ
ニー・エリクソン・モバイルコミュニケー
ションズ（2012年、ソニーモバイルコ
ミュニケーションズに社名変更）を設
立。スマートフォン「Xperia（エクスペリ
ア）」シリーズを主力に展開しています。

8 2013：ソニーとオリンパスの合弁会社
として、ソニー・オリンパスメディカル
ソリューションズを設立。ソニーが有す
る最先端のエレクトロニクス技術と、
オリンパスが有する医療機器製造・開
発技術を組み合わせ、世界の医療の
発展への貢献を目指しています。

10

1989：米国の映画会社コロンビア・ピ
クチャーズを買収。音楽だけでなく、
映画、テレビ番組、その他の映像を含
めた幅広いソフトウェアビジネスの確
立を目指しました。（1991年、ソニー・
ピクチャーズエンタテインメントに社
名変更）

5 1995：ソニー、ソニー・ミュージックエン
タテインメント（SMEJ）およびソニーファ
イナンスインターナショナルの出資によ
り、ソニーコミュニケーションネットワー
ク（2016年にソニーネットワークコミュ
ニケーションズに社名変更）を設立。
1996年には、インターネット接続サービ
ス「So-net（ソネット）」を開始しました。

7 2006：コニカミノルタよりデジタル一
眼レフカメラ関連事業を取得。その後、
ソニーのデバイスや技術を生かした
α™（Alpha™）ブランドを展開し、フル
サイズ一眼カメラ市場を牽引してい
ます。

9

80

13
7

36,955
億円

エレクトロニククス

映画

音楽 11

13

9

24

16

7

12

8

71,776
億円

デバイス

ホームエンタテインメント&&
サウンド

音楽

ゲーム

金融

イメージング・
プロダクツ＆
ソリューション

モバイル・プロダクツ&
コミュニケーション

映画

1009,052
億円 スエレクトロニニクス

連結売上高 及び営業収入／売上高構成比率（%）

2000 20182010 （年度）1980 1990
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クリエイター ユーザー

人に近づく
経営の方向性

1 感動体験で人の心を豊かにする

2 クリエイターの夢の実現を支える

3 世の中に安心・安全を提供する

創出価値

エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション

イメージング＆センシング・ソリューション

金融音楽

映画

ゲーム＆ネットワークサービス

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービス

世界最大のミュージックカンパニー＊1

米国興行収入市場シェア11％（2018年）＊2

営業CF+投資CF＊3895億円（2018年度）

イメージセンサー金額シェア51％（2018年）＊2

ソニー生命 過去最高の新契約高6.15兆円（2018年度）

PSNSMの月間アクティブユーザー 9,400万以上（2019年3月末時点）

多様な事業
ポートフォリオ

＊1  2018年度における音楽分野の売上数値（ソニー・ミュージックエンタテインメント（SME）、Sony/ATVミュージック・パブリッシング、EMIミュージック・パブリッシングおよび
ソニー・ミュージックエンタテインメント（SMEJ）の売上合計額）に基づく。EMIミュージック・パブリッシングが2018年度期初より連結化されていたと仮定。

＊2 ソニー調べ　　＊3 P.6の注記をご参照ください。

事業ポートフォリオと創出価値

14



ソニーは多様な事業を展開し、持続的な価値創造を目指しています。

これらの事業は、事業領域やビジネスモデルもさまざまですが、クリエイティビティとテクノロジーの力を活用していることが特徴です。

そして、その創出価値は、下記のとおり3つに大別されます。

ゲームや音楽、映画などのエンタテインメント事業にて、人の感情に訴えかけるコンテン

ツを生み出すとともに、ユーザーが集うコミュニティや創造的な体験を共有できる

フィールドを構築します。また、エレクトロニクス事業ではリアリティとリアルタイムを追

求した独自技術を駆使し、良質なコンテンツやコミュニケーションを楽しめる環境をつ

くり出します。金融事業では資産形成・運用の促進・健康増進をサポートすることによ

り、人々が心豊かに暮らせる社会の実現に貢献します。

1 感動体験で人の心を豊かにする

プラットフォームや技術・ノウハウの提供、クリエイターの発掘・育成・プロデュースなど

を通じて、クリエイターが思う存分、創造力や表現力を発揮できる環境をつくり、その自

己実現を支えます。創出されたコンテンツは、ゲームや音楽、映画などの多様な領域で

世界に届けられています。また、エレクトロニクス事業では、クリエイターが求める表現

を可能とし、その時間価値の最大化にも貢献できる製品・サービス・空間を提供します。

2 クリエイターの夢の実現を支える

安心・安全、健康といった人々の生活の基盤となるニーズに応えることで、感動に満ち

た毎日を享受できる社会づくりに貢献します。特に、映像やセンシングにかかわる最先

端技術を通じ、次世代モビリティや教育、医療や介護、セキュリティなどの社会システ

ム・産業の進歩に寄与することを目指します。さらに、金融ではさまざまな情報を活用

した適切なアドバイスと商品・サービスを通じ、一人ひとりの人生をサポートします。

3 世の中に安心・安全を提供する

Spider Man: Into the Spider-Verse © 2018 Sony Pictures Animation Inc.  All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2019 MARVEL.  
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifi cations are subject to change without notice.
『The Last of Us Part II』 ©Sony Interactive Entertainment America LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC.
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「プレイステーション」事業の成り立ち

　「プレイステーション」事業は、世界有数のエンタテイ

ンメントプラットフォームとして、大きな価値創出を果た

す存在となりました。累計販売台数、月間アクティブユー

ザー、開発タイトル数、売上高といった規模の面でも世

界有数のポジションを確立し、ソニーが掲げる「人に近

づく」を象徴するエコシステムでもあります。ゲーム開発

者が開発しやすい環境を整えてクリエイターに近づき、

さまざまなデータをもとにユーザーの動機に近づき、ネッ

トワーク事業を通じてユーザーとのエンゲージメントを

強固にします。そして、クリエイターとユーザーをつなぐ

コンソールには、最先端の技術が搭載され、クリエイター

が表現したい世界観と、ユーザーが没入できるフィール

ドを生み出します。

　このように、ソニーを代表する事業のひとつとなった

「プレイステーション」事業ですが、その発展の背景には、

事業の多様性や、数多くの挑戦とそこからの学びがあり

ました。

　ゲーム事業およびそのプラットフォームに長期的な展

望を描いたソニーは、新たな事業の柱を創出すべく、

1993年11月にソニー・ミュージックエンタテインメント

（SMEJ）との共同出資で、ソニー・コンピュータエンタテイ

ンメント（SCE、現 ソニー・インタラクティブエンタテイン

メント）を設立しました。

　ソニーの持つ「ハード」技術とSMEJの持つ「ソフト」ノウ

ハウを合体させて生み出された「プレイステーション」は、

発売後半年足らずで100万台以上を販売しました。そし

て、第2世代機である「プレイステーション 2」（PS2Ⓡ）は世

界的にも大ヒットし、2012年3月には全世界累計販売

「プレイステーション」 サマリー（2019年3月末時点）

「プレイステーション 4」（PS4Ⓡ）
ハードウェア
全世界累計販売台数

9,680万台
「プレイステーション ネットワーク」
月間アクティブユーザー

9,400万以上

2018年度 PS4Ⓡソフトウェア
全世界販売本数

2億5,760万本
「プレイステーション プラス」
有料会員

3,640万人

価値創出事例　「プレイステーション」事業に見る多様性
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台数が1億5,500万台を突破します。まさに、事業の多

様性がバリュードライバーとなった好事例となりました。　

「プレイステーション 3」（PS3Ⓡ）での挑戦

　初代「プレイステーション」、PS2Ⓡと順調に成長を果

たしたSCEが、新型機種の投入に向けて目指したのは、

PS2Ⓡの優位性のひとつとなっていた半導体のさらなる

革新により、世界のゲームコンソールがネットワークでつ

ながりながら、ユーザーがゲームの世界に没入できるプ

ラットフォームの構築です。

　そこで、SCEは新たなCPUを生み出すべく、大型投資

を行うことにしました。これは大きな挑戦でしたが、数年

かけて投資回収を行うという計画と、ゲーム事業で開発

した次世代半導体を他のエレクトロニクス機器でも活用

していくという戦略が背景にありました。

　2006年11月、Cell Broadband Engine™（Cell/B.E.）

というCPUを搭載するPS3Ⓡが発売されます。FLOPS＊

というコンピュータの性能指標で言えば、Cell/B.E.の能

力はPS2Ⓡの160倍、当時のパソコンの新型モデルと比

較しても40倍の水準でした。

　そして、SCEはもうひとつの挑戦的な事業展開として、

「プレイステーション ネットワーク」（PSNSM）をスタートさせま

す。ユーザーとの長期的な関係を築くことを目指したリカー

リング型の事業として、ソフトウェアの販売や各種定額サー

ビスの提供を始めました。

　高性能のハードウェアと、新しいビジネスモデルを有す

るPS3Ⓡでしたが、業績は厳しいものとなりました。想定

以上に初期投資が膨らみ、販売状況についても、立ち上が

りこそ順調で、ネットワーク事業もコアなファンからの評

ゲーム＆ネットワークサービス 売上高推移

PS2Ⓡ PS3Ⓡ

PS4Ⓡ

2016.4
ソニー・コンピュータエンタテインメントと
ソニー・ネットワークエンタテインメントインターナショナル
が統合して、ソニー・インタラクティブエンタテインメント設立

2016.10
「プレイステーション ヴィーアール」（PS VR）発売

2016.11
「プレイステーション 4 Pro」（PS4ⓇPro）発売

2013.11
「プレイステーション 4」
（PS4Ⓡ）発売

2006.11
「プレイステーション 3」（PS3Ⓡ）発売

「プレイステーション ネットワーク」（PSNSM）開始

2010.6
「プレイステーション プラス」（PS Plus）
開始

2000.3
「プレイステーション 2」（PS2Ⓡ）発売1993.11

ソニーと
ソニー・ミュージックエンタテインメントの共同出資で、
ソニー・コンピュータエンタテインメント設立

1994.12
初代「プレイステーション」発売

2011.12
「プレイステーション ヴィータ」
（PS Vita）発売

2004.12
PSPⓇ「プレイステーション・ポータブル」
発売
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ユーザーやクリエイターにとっての価値を高める

「プレイステーション」プラットフォーム

ユーザークリエイター

将来にわたり「最高の遊び場」へと進化する

価は高かった一方、市場への浸透は進まず、Cell/B.E.の

他エレクトロニクス機器への応用も見送ることになりま

した。ソニーの半導体戦略についても転換期を迎え、

2007年には半導体投資の縮小を発表しました。

ソニーの学びと「プレイステーション 4」
（PS4Ⓡ）の攻勢

　PS3Ⓡでの挑戦と学びから、PS4Ⓡの開発では、「世界

中のあらゆる人に圧倒的に支持される『プレイステーショ

ン』」をテーマとしました。クリエイターやユーザーが本当

に求めていることを追求し、「プレイステーション」プラッ

トフォームと事業をより魅力的なものへと生まれ変わら

せる――今の経営方針のキーワードで言えば、クリエイ

ターやユーザーに“近づく”ことを目指しました。

　具体的には、クリエイターに対しては、ゲームタイトル開

発者が開発しやすい環境構築に力を注ぎました。PS3Ⓡ

は独自の先端技術が多く盛り込まれており、ゲームタイト

ル開発者にとっては、技術的にも収益的にも開発の難易

度が高い機種になっていました。PS4Ⓡではパソコンな

どにも近いシステム構造とし、ゲームタイトル開発企業

の負担を軽減するとともに、これまで以上にクリエイター

の意見に耳を傾けました。ユーザーに対しては、世界的

に社会の動きが急速に変化・多様化していく中、真の

ニーズを解析・抽出すべく、グローバル開発体制を整備

しながら、ユーザーの動向や各種仮説に対するデータ解

析に経営資源を投下しました。

　収益の面でも、リカーリング収益の成長やキャッシュ・

フロー構造の健全性を重視し、ハードウェアの初期投資

額を抑えることで、期間損益のボラティリティを縮小させ

る計画を立てました。

　このような状況のもとに開発したPS4Ⓡは、発売後、

「最高の遊び場」として史上最速のペースで実売台数が

伸長しています。PSNSMをベースとしたネットワーク事業

についても、利便性やニーズをとらえ、充実した機能・

サービスを順次投入してきた結果、現在では売上1兆円

規模の事業となりました。こうして、PS3Ⓡからの学びは

PS4Ⓡの事業展開へ生かされています。

＊   FLOPS（Floating-point Operations Per Second）：コンピュータの
処理能力を表す単位のひとつで、浮動小数点演算を1秒間に何回実行
できるかを示す。
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PS3Ⓡから蓄積したもの

　PS3Ⓡの挑戦と学びは、前述したようなPS4Ⓡの直接

的な成功要因だけに生かされたわけではありません。自

社内のゲームタイトル開発部隊は、PS3Ⓡの先端技術を

生かすコンテンツ開発に取り組み、すでに保有している

コンテンツIPの活用や、コンテンツIPそのものへの投資

を進めました。これが、『スパイダーマン』のゲームタイトル

『Marvel’s Spider-Man』の大ヒットなど、コンテンツIP

の複合的な展開の成功事例につながっています。

　また、巨額投資となったCell/B.E.開発についても、

その挑戦に立ち向かった経験がのちに、ソニーの半導体

事業がイメージング用途で世界No.1を獲得することに

つながりました。Cell/B.E.の開発で培われた、先端

MOS LSIの技術がCMOSイメージセンサー開発でも活

用され、優位性の確立に貢献しました。人材の面でも、

システムLSI人材やネットワーク人材などのエンジニア

に対して、急速に技術的な育成が進むとともに、専門性

の高い人材が数百人規模で社外からソニーに集まりま

した。

　2011年に事業体制の再編を行った半導体事業の生

産拠点についても、2015年にイメージセンサーの開発・

生産強化の方針を発表し、また2018年に発表した第三

次中期経営計画では、イメージング用途に加えて、セン

シング用途でもNo.1を目指すこととしています。

　このように、「プレイステーション」事業の展開は、ソ

ニーの「事業の多様性」を生かした発展を遂げ、他の事

業にも多くの価値をもたらしました。より魅力的な製品

やサービス、プラットフォームをつくり出していくため、ソ

ニーは挑戦を続けます。

© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Design and specifi cations are subject to change without notice.
『The Last of Us Part II』 ©Sony Interactive Entertainment America LLC. 
Created and developed by Naughty Dog LLC.

『Ghost of Tsushima（ゴースト オブ ツシマ）（仮称）』 ©Sony Interactive 
Entertainment LLC.

『DEATH STRANDING』 ©Sony Interactive Entertainment Inc. Created 
and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.

『ゴッド・オブ・ウォー』 ©2018 Sony Interactive Entertainment LLC. God of 
War is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation” および”プレイステーショ
ン” は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商
標です。

“Cell Broadband Engine”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメン
トの登録商標または商標です。

価値創造事例「プレイステーション」事業に見る多様性
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■ 営業利益（左軸）　● 売上高営業利益率（右軸）

△657

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018（年度）

セグメント別売上高及び営業収入

売上高及び営業収入

左：2017年度　右：2018年度

営業利益、売上高営業利益率

2014年度から2018年度までは2018年度の有価証券報告書を参照しています。
2009年度から2013年度までは2013年度の有価証券報告書を参照しています。
※ 金融分野を除くキャッシュ・フロー情報は、連結財務諸表作成に用いられた米国会計原則には準拠していない非監査情報ですが、
ソニーは、この開示が投資家の皆様に有益な情報を提供すると考えています。

業績ハイライト
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※金融分野を除く連結ベース

左：2017年度　右：2018年度

ROE
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これまでの中期経営計画

　ソニーは2011年度の連結決算において、東日本大震

災やタイの洪水による影響や、テレビ事業の損益悪化な

どが原因で、4,550億円もの純損失を計上しました。当

時の経営陣はこの厳しい事実を重く受け止め、2012年4

月に「ソニーの変革」を目的とした第一次中期経営計画

を発表しています。

　同計画では、迅速な意思決定によるソニーグループ一

体となった経営（One Sony）のもと、重点投資領域の明

確化、テレビをはじめとするエレクトロニクス事業の再

建、イノベーティブな新製品・サービスの開発・事業化な

どを骨格とし、ソニーの再生を目指しました。しかし、こ

の中期経営計画の最終年度にあたる2014年度決算で

は、当初掲げていた経営数値目標に対し、大幅な未達と

なりました。また配当の実施も見送りました。一方で、PC

事業からの撤退やテレビ事業の分社化、本社費用の

30％削減、販売会社費用の20%削減など、今後の収益

性改善につながる施策を実行しました。

　続いて、2015年2月には、「利益の創出と成長への投

資」をテーマとした第二次中期経営計画を発表しまし

た。同計画では各事業の収益性を強く意識し、ROEを最

も重視する経営指標に据えました。そして、各事業を「成

長牽引領域」「安定収益領域」「事業変動リスクコント

ロール領域」の3領域に分類し、領域ごとに事業運営の

方向性を定め、利益率と資本回転率の改善に向けた道

筋を明確にしました。その結果、この中期経営計画の最

終年度となる2017年度では、営業利益5,000億円以

上、ROE10%以上という経営数値目標をいずれも達成

することができました。ただし、スマートフォン事業にお

ける収益構造の改善などの課題も残りました。

第一次中期経営計画
[2012～2014年度]

【テーマ】

ソニーの変革

【重点施策】
●  コア事業の強化
（デジタルイメージング・ゲーム・モバイル） 
●  テレビ事業の再建 
●  新興国での事業の拡大 
●  新規事業の創出・イノベーションの加速 
●   事業ポートフォリオの見直し・経営のさらなる健全化

第二次中期経営計画
[2015～2017年度]

【テーマ】

利益創出と成長への投資

【重点施策】
●  各事業を「成長牽引領域」「安定収益領域」「事業変動
リスクコントロール領域」の3領域に分類

  個別領域ごとに、重要KPIを設定し、事業運営の方針
を提示

●  リカーリング型事業の強化
●  今後の成長が見込める新規領域のひとつとして医療
事業を強化

●  分社化の推進

【成果と課題】
●  PC事業からの撤退やテレビ事業の分社化、本社間接
部門費用の30％削減など、今後の収益性改善につな
がる基盤構築

●  イメージセンサーへの継続投資、クラウドゲームに必
要なストリーミングの技術を持つGaikai Inc.の買収、
オリンパスへの出資と合弁会社設立など成長に向け
た基盤の構築

●  営業利益率とROEは大幅な未達。事業環境変化への
対応不足などが要因

【成果と課題】
●  事業構造変革による収益構造の見直し、リカーリング
型事業の拡大により、営業利益およびROEの目標数値
を達成し、過去最高益を更新

●  各事業のアカウンタビリティ・サステナビリティ・競争
力強化を目的とした分社化体制を整備

●  事業としての規模は限定的だが、メディカル、車載用
途、AI×ロボティクスの領域で着実な前進

●  分野別に見ると映画・モバイル・コミュニケーション分
野は計画未達となり、収益構造の改善が課題

経営数値目標 2014年度実績

売上高 8兆5,000億円 8兆2,159億円

営業利益率 5%以上 0.8%

ROE 10% △5.5%

【経営数値目標と、中計最終年度での達成状況】

【経営数値目標と、中計最終年度での達成状況】

経営数値目標 2017年度実績

営業利益 5,000億円以上 7,349億円

ROE 10%以上 18%

中期経営計画
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　2018年度からスタートした第三次中期経営計画は、

経営の方向性を「人に近づく」というキーワードで表現

し、各事業領域において持続的な社会価値と高収益を

創出していくために、3つの方針を掲げました。

　1つ目は、ユーザーに近いDirect to Consumer（DTC）

サービスと、クリエイターに近いコンテンツIPを強化し、

共通の感動体験や関心を共有する人々のコミュニティを

創造していくことです。2つ目は、エレクトロニクス（ブラ

ンデッドハードウェア）の領域を、高いキャッシュ・フロー

を持続的に創出できる事業にすること。3つ目は、CMOS

イメージセンサーの領域で、イメージング用途でのNo.1

を維持しながら、センシング用途でもグローバルNo.1に

なることです。

　2018～2020年度の3カ年は、「コンテンツIP」「DTC

サービス」「半導体IP」への継続投資と、「AI×ロボティク

ス」「医療」分野への長期的視点に立った投資を実施し

ながら、リカーリング比率の増加などで、利益の質を高め

ることに軸足を置きます。

　また、最も重視する経営指標としてROEと3年累計営

業キャッシュ・フローを据え、ROEは3年間で10％以上を

継続、営業キャッシュ・フローは3年間の累計で2.2兆円

以上（金融分野を除く）を目指しています（2018年5月の

第三次中期経営計画の発表当時は2兆円以上（金融分

野を除く））。

第三次中期経営計画 [2018～2020年度]

【テーマ】

【基本方針】

1
ユーザーに近づく
Direct to Consumer（DTC）サービスと、
クリエイターに近づくコンテンツIPの強化

2
ブランデッドハードウェア事業による
安定的に高いレベルの
キャッシュ・フローの創出

3
CMOSイメージセンサーの領域において
イメージング用途で世界No.1を維持し、
センシング用途で世界No.1を目指す

第三次中期経営計画 数値目標
（2018～2020年度）

【経営数値目標】

営業キャッシュ・フロー
3年間累計額

（金融分野を除くベース)

連結株主資本利益率
（ROE）

2.2兆円以上

10%以上
を継続

持続的な社会価値と高収益の創出

【計画を遂行するうえでの要点】
● 長期的視点での経営を重視
●  過去2回にわたる中期経営計画からの継続性
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事業別の方向性

ゲーム＆ネットワークサービス（G&NS）：「DTCサービス

とコンテンツIPの強化」という基本方針のもと、次世代コ

ンソールの開発およびプレイステーション・ストリーミン

グの進化に向けた取り組みを進め、没入感を意味する

「イマーシブ」で、いつでもどこでも遊べる「シームレス」

なゲーム体験を提供していきます。

音楽：定額制ストリーミング市場で得られる事業機会を

最大化するために、ストリーミングに強いジャンルやイン

ディーズレーベルを強化します。また、現時点でストリー

ミングの普及率は低いものの、今後の成長が見込まれる

新興市場におけるアーティストの育成にも積極的に取り

組みます。

映画：独立系のスタジオとして有する、幅広いジャンルの

コンテンツIPライブラリをさまざまなチャンネル・動画配

信サービスに提供し、事業成長と収益性強化を図りま

す。また、ソニーグループ内でゲーム事業や音楽事業との

協業を増やし、シナジー創出を目指します。

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション（EP&S）：

顧客の「リアルタイムベネフィット」の追求や技術の差異

化、ソリューションビジネスの強化を図り、安定的な

キャッシュ・フロー創出を目指します。中長期的な視点で

は、外科イメージングとライフサイエンス領域を中心に医

療事業の拡大を進めます。また、ソニーの技術力を生か

した新規事業の育成も積極化します。

イメージング＆センシング・ソリューション（I&SS）：

CMOSイメージセンサーのイメージング用途、センシン

グ用途、双方でのNo.1を目指し、積極的な研究開発・設

備投資を行い、モバイル向けだけでなく、長期的な視点

で車載、エッジAIに取り組み、事業拡大を図ります。

金融：お客様一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品・

サービスを提供、フィンテックへの取り組みも加速させ、お

客様との関係性をさらに深めて着実な成長を目指します。
※詳細は、P.44～55「事業別の価値創造」をご参照ください。

2018年度の進捗

　2018年度の連結売上高及び営業収入は、前年度比

1%増の8兆6,657億円、営業利益は同22％増の8,942

億円となりました。営業利益・純利益ともに過去最高を2

年連続で更新し、税引前利益では初めて1兆円を超え、1

兆116億円となりました。

　金融分野を除く連結営業キャッシュ・フローは、7,534億

円となりました。キャッシュ・フローの年度実績を分野別で

見ると、EMIミュージック・パブリッシング（以下、EMI）を買

収した音楽分野を除き、全事業分野で営業キャッシュ・フ

ローと投資キャッシュ・フローの純額がプラスとなりまし

た。特にG&NS分野とEP&S分野が大きく貢献しています。

　各事業における当年度の主な成果としては、まずG&NS

分野では、PS4Ⓡハードウェアの累計販売台数が9,680万

台＊1となり、有料会員サービス「プレイステーション プラス」

の会員数は3,640万人＊1に増加しました。成長を牽引した

ネットワーク事業の売上比率は62%となっています。

　音楽分野では、ストリーミング配信による売上が16%増

加したほか、アーティストの発掘・育成も順調に進捗して

います。2018年11月にはEMIを完全子会社化しました。

　映画分野は、2018年の米国での劇場興行収入で市場

シェアの11%＊2を占めました。

2018年度 業績

＊1 平均為替レートは、2017年度は1米ドル110.9円、1ユーロ129.7円。2018年度は1米ドル110.9円、1ユーロ128.5円としています。
＊2   営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）および投資キャッシュ・フローは米国会計原則に則った開示ではありませんが、ソニーはこの開示が投資家
の皆様に有益な情報を提供すると考えています。

（億円）

2017年度＊1 2018年度＊1 前年度比

売上高及び営業収入 85,440 86,657 +1,217   （+1%）

営業利益 7,349 8,942 +1,594（+22%）

税引前利益 6,990 10,1 16 +3,126（+45%）

当社株主に帰属する当期純利益 4,908 9,163 +4,255（+87%）

営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）＊2 7,706 7,534 △172

投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く）＊2 △1,640 △5,204 △3,564

営業CF（金融分野を除く）+投資CF（金融分野を除く）＊2 6,067 2,331 △3,736

24



2017年度 2018年度 主な増減要因

ゲーム＆
ネットワークサービス 19,438 23,109

（＋） ゲームソフトウェアの増収、有料会員サービス加入者数の増加
（－） PS4Ⓡハードウェアの減収

音楽 8,000 8,075
（＋）  ストリーミング配信売上の増加、EMI連結子会社化による増収
（－） パッケージメディアの減収

映画 1 0,1 1 1 9,869 （－）  映画製作、メディアネットワーク、テレビ番組制作の減収

エレクトロニクス・プロダクツ＆
ソリューション 26,004 23,206

（－）  スマートフォン販売台数の大幅な減少
（－）  規模を追わない収益性重視の経営によるテレビの数量減

イメージング＆センシング・
ソリューション 8,500 8,793

（＋） モバイル機器向けイメージセンサーの大幅な増収
（－） カメラモジュール事業の大幅な減収

金融 12,284 12,825 （＋）  ソニー生命の保有契約高の拡大にともなう保険料収入の増加

2017年度 2018年度 主な増減要因

ゲーム＆
ネットワークサービス 1,775 3,111

（＋） ゲームソフトウェアの増収、有料会員サービスからの収入増
（－）PS4Ⓡハードウェアの減収

音楽 1,278 2,325
（＋）EMI連結子会社化による再評価益
（－）EMIの持分約60%取得による持分法投資損益の悪化

映画 4 1 1 546
（＋）映画製作の収益改善
（－）メディアネットワークにおける番組評価減や早期退職費用の計上

エレクトロニクス・プロダクツ＆
ソリューション 1,331 765

（－）スマートフォンの販売台数の減少
（－）スマートフォンの部品在庫に対する評価減などの費用計上

イメージング＆センシング・
ソリューション 1,640 1,439

（－）研究開発費及び減価償却費の増加
（－）前年度のカメラモジュール製造子会社の持分譲渡益計上

金融 1,789 1,615 （－） ソニー生命の前年度における投資目的不動産の売却益の計上

　EP&S分野では、高付加価値化や構造改革の推進によ

り、営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローの合

計＊3は895億円に達しました。2019年4月には、新たな価

値の創造とさらなる事業の最適化の加速に向け、ホーム

エンタテインメント＆サウンド、イメージング・プロダクツ

＆ソリューション、モバイル・コミュニケーションの3分野

を、EP&S分野として統合しました。

　I&SS分野では、イメージング用途での高付加価値製品

の安定供給などを背景に、イメージセンサーの金額シェア

は51%＊2とNo.1ポジションを堅持しました。センシング用

途でも事業の立ち上がりが順調に進展したほか、1,289

億円のイメージセンサーへの設備投資を実行しました。

　金融分野では、ソニー生命の新契約高が前年度比で

16%増加し、過去最高の6.15兆円となりました。
＊1 2019年3月末時点
＊2 ソニー調べ
＊3 P.6の注記をご参照ください。

2018年度 セグメント別売上高・金融ビジネス収入 （億円）

（億円）2018年度 セグメント別営業利益

EMI買収と音楽出版事業について

　2018年11月14日、ソニーは、

EMI株式の約60％を取得し、従

来保有していた約40％の持分

と合わせてEMIをソニーの完全

子会社としました。今回の買収

によりソニーは、Sony/ATV

ミュージック・パブリッシングお

よびソニー・ミュージックエンタ

テインメントが保有するカタログに加え、EMIの200万を超

える音楽出版カタログを保有する、世界最大の音楽出版会

社となっています。今後、ソニーの音楽出版事業は、2019

年4月1日にSony/ATVミュージック・パブリッシングの

CEOに就任したジョン・プラットのもと、作詞家・作曲家に

とって最高の音楽出版企業を目指していきます。

ジョン・プラット

中期経営計画
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十時 裕樹
代表執行役 専務 CFO

ソニーの成長の姿

　「人に近づく」という経営の方向性は、ソニーの価値創

造の道筋を表すキーワードですが、これを事業面および

財務面から言い換えると、コンテンツIPを獲得・強化す

ると同時に、お客様との強く長いエンゲージメントを築く

ことによって長期安定的なキャッシュ・フローを生み出

す、ということになります。「人に近づく」ことは、持続的

に高収益を創出していくためにも極めて重要なのです。

　ソニーは過去、業績のボラティリティが高いという、経

営上の課題がありました。そのため、第一次中期経営計画

以降、各事業の構造改革を進め、利益の質を変えることに

力を注ぎました。持続可能な安定的利益、いわゆるリカー

リング収益に軸足を置いたビジネスモデルへの変革を目

指したのです。また、各事業の投下資本効率を高めるため

にROICによる管理を行い、短期的なP/L上の収益ではな

く、中期的なキャッシュ・フローを重視することとしました。

　ゲーム＆ネットワークサービス（G&NS）分野では、特

にその動きが顕著で、従来、ゲームタイトルをパッケージ

として販売していたビジネスがネットワークサービスへ

と進化し、ネットワーク上でユーザーの皆様の間にコミュ

ニティが生まれ、それが継続的なエンゲージメントに結

びついています。音楽や映画などのエンタテインメント

事業も、以前はヒット作依存のボラティリティの高い事

業という印象を持たれていましたが、コンテンツIPの強

化によって、今は有力な楽曲の著作権や作品の続編など

から、より安定した収益を得られる事業となっています。

こうしたビジネスモデルの変化はエレクトロニクス事業

にも起きており、例えばカメラ領域では、高性能なミラー

レス一眼カメラを購入すると、その性能を生かして多様

な写真を撮影するためのレンズをお買い上げいただき、

さらにそれらのレンズ資産をそのまま使える新しいカメ

ラ本体をまたご購入いただくという好循環が生まれ、

ユーザーの皆様とのエンゲージメントがより強固に長く

なるという結果となっています。

第三次中期経営計画

　2018年5月に発表した第三次中期経営計画では定量

的な目標として、「ROE10％以上を継続」「3年間累計の

営業キャッシュ・フロー 2兆円以上（金融分野を除く）」の

２つを掲げました（3年間累計の営業キャッシュ・フロー

目標については、2019年5月の経営方針説明会におい

て2兆2,000億円以上（金融分野を除く）に増額）。これ

CFOメッセージ
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は、資本コストを上回るリターンを継続的に出し続ける

ことへのコミットメントと、一時的な要因や会計上の処

理に左右されない、複数年にわたるキャッシュ創出力を

重視していることを表しています。

第三次中期経営計画 初年度の進捗

　この目標に向けて走り始めた2018年度は、順調な業績

をあげることができました。連結の営業キャッシュ・フローは

安定的に推移し、大型M&Aを行った音楽事業を除き、全事

業で営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローの合

計＊がプラスとなりました。損益についても、2期連続の最高

益を計上しました。過去、最高益を達成した翌年に大きな

減益を計上することが多かったソニーにとって、この持続

性の意味は大きいととらえています。これまでの改革の成

果として、構造的に利益創出の力がついてきたと思います。

　事業分野で言えば、G&NS事業が大きく飛躍しまし

た。ソフトウェアとネットワーク売上が好調で、前述したリ

カーリング型の収益モデルが確立されています。2019年

5月にはマイクロソフト コーポレーションと、エンタテイン

メントプラットフォームおよびAIソリューション領域にお

けるパートナーシップに関する意向確認書を締結するな

ど、今後も新たな取り組みに注力し、安定的かつ力強い

成長を目指していきます。

　2018年度の大きなトピックとしては、世界有数の音楽

出版会社EMIミュージック・パブリッシングの買収があり

ます。投資額としては、ソニー歴代でも2番目となる大型

M&Aとなりました。音楽出版権のカタログは、一つひと

つの楽曲が個別に価値を持つコンテンツIPの集合体で

あり、流動性も高く、地政学リスクや景気変動に左右さ

れにくいという、非常に優良で魅力的な資産です。音楽

市場は、ストリーミング配信の伸長にともないユーザー

の皆様が音楽に触れる機会が増え、音楽カタログの価値

も上がっています。この買収によって、ソニーは世界No.1

の音楽出版会社となりました。「人に近づく」経営を標榜

するソニーにとって、今後の成長に向け、極めて有効な

投資であったと思います。
＊P.6の注記をご参照ください。

キャピタルアロケーション

　好調に推移した2018年度業績を踏まえ、第三次中期

経営計画の3カ年累計営業キャッシュ・フローは、前述の

とおり、2兆2,000億円を上回る見通しです。創出された

キャッシュについては、約半分の1兆1,000億円～ 1兆

2,000億円を設備投資に、残りを戦略投資と株主還元に

配分する計画です。

　投資の内容についてご説明すると、設備投資について

は、イメージセンサーの生産能力の増強が最大の投資領

域になります。M&Aを中心とした戦略投資は、今後、外部

から取り込みたいテクノロジーやコンテンツIPに対し、比

較的中小規模の投資を継続的に実行していきます。これ

は、大規模なM&Aと比べ、中小規模のM&Aを頻度高く

行うほうが事業面・キャッシュマネジメント面でコントロー

ルしやすく、成長サイクルや投資サイクルの異なる各事業

の成長機会に機動的に対応できると考えるからです。

　成長への投資という観点では、新規事業の創出やイン

キュベーションにも力を注ぎます。ソニーは、スタートアッ

プ創出と事業運営を支援する「ソニー・スタートアップ・ア

クセラレーション・プログラム」や、コーポレートベン

チャーキャピタルの「ソニーイノベーションファンド」など

に取り組んできました。これらの活動は昨今、一層活発

化しており、今後もさらに加速していきます。新たに創出

した事業が大きく成長することも重要ですが、このよう

な取り組みを通して人材の成長を促すことも大事である

と思っています。まったく新しい事業を生み出すことは、
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携わる社員の大きな財産になりますし、将来の経営を担

うには、早くから経営に深く関与する形でビジネスに取

り組む経験が非常に重要だと考えています。

　株主価値向上に向けては、1株当たり利益の成長を重

視しており、2018年度に実質初めてとなる1,000億円相

当の自己株式取得を行い、2019年度は上限2,000億円

の自己株式の取得枠を設定しました。自己株式取得は、

長期的な株主価値向上に向けて、投資機会や財務状況、

株価水準などを勘案したうえで、今後も機動的に行って

いきたいと考えています。配当については長期・安定的

に増額していくという方針に変更はありません。

　なお、第三次中期経営計画発表時には、キャピタルア

ロケーションの対象として財務体質改善も挙げていまし

たが、これには一定のめどが立ったため、今回より主た

る対象から外しています。健全な財務基盤を維持しつつ

も、成長投資による企業価値向上に努めていきます。

事業の多様性

　第三次中期経営計画の成功、および今後のソニーの成

長において、重点課題となるのが「事業の多様性」をいか

にして企業価値向上につなげるかという点です。多様な

2018～2020年度 3年間累計　キャピタルアロケーション目標（金融分野を除く）

営業
キャッシュ・フロー 戦略投資 配当

2.2兆円
以上

設備投資

1.1兆円～
1.2兆円

重点領域
●  コンテンツIP
●  技術補完

長期・安定的に増額イメージセンサー
向けが中心

2018年度（主な実施案件）
●  EMI完全子会社化
3,928億円
（有利子負債の承継を含む）
●  自己株式取得
1,000億円

2019年度（発表済）
●  自己株式取得枠設定
上限2,000億円
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事業を営むソニーですが、これまではこれらの各事業は

業績を補完し合う関係、すなわち、多事業展開はリスクを

緩和するという意味合いが強かったかもしれません。

　しかし、第一次・第二次中期経営計画を経て、各事業

は分社化などにより、それぞれが自立し、強い事業とな

ることができました。事業構造の「見える化」も進み、私

自身も一つひとつの事業の隅々まで把握できるようにな

り、手触り感のある進捗管理ができています。ようやく各

事業の多様性を成長につなげる、すなわち事業間のシナ

ジーを創出するフェーズになったと言えます。実際、各事

業のトップ同士のコミュニケーションは活発で、オープン

なカルチャーが確立されつつあり、各事業が連携する取

り組みも次々に生まれてきています。今後のシナジー創

出には、大いに期待しているところです。

企業価値

　時価総額は、端的に言えば、「事業から生み出すキャッ

シュ・フロー」とそれの何倍が時価総額となるかを表す

「マルチプル（倍率）」の掛け合わせです。「事業から生み

出すキャッシュ・フロー」については、先にご説明した戦

略を推進していくことで成長させていくわけですが、マ

ルチプルの改善には、事業の魅力や成長ポテンシャルが

市場から十分に評価されているかどうかが重要です。マ

ルチプルが不十分な水準であれば、それは経営の責任

であり、正しく理解され評価されるような努力を積み重

ねる必要があります。

　近年、多様な事業を展開する企業は市場での評価が

十分に得られない、といった意味で「コングロマリット・

ディスカウント」という言葉がよく使われます。しかし、私

は、ソニーの市場評価が必ずしも高くないとすれば、その

根源的な理由は、単に事業が多様であるということより

も、成長への期待が資本市場に浸透していないことにあ

るのではないかと思っています。GAFAに代表されるテッ

クジャイアントは、単一事業会社ではなく、多様な事業を

営んでおり、ソニーの事業ポートフォリオと近い部分もあ

ります。しかし、マルチプルはソニーより格段に高くなって

います。重要なのは成長に対する“確信”なのです。

　そのため、私はCFOとして、社長の吉田とともに株主・

投資家の方々との対話を積極的に行っていきます。何よ

り、正しく理解されることが大切なので、わかりやすくタ

イムリーな対話に努めます。そして今、市場が求めている

こと、関心があることを把握したうえで、適切な情報発

信をしていくことが有効な対話には不可欠と考えていま

す。さらに対話を通じて、経営の改善、質の向上へのヒン

トを得ていきたいと思っています。これまでも、株主・投

資家の方々との対話で、多くの意見や示唆をいただいた

ことがソニーの企業価値向上につながってきたと感じて

います。このような経営へのフィードバックという観点

は、これからも大切にしていきます。

　ソニーは、新たな成長を求められるフェーズに入って

います。企業価値向上に向け、まずは、お約束した価値

創造の姿と戦略をこの3年間でしっかりとお示しするこ

とが重要だと思っています。引き続き、ソニーにご期待い

ただけますよう、よろしくお願いいたします。

CFOメッセージ
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価値創造の基盤と事業

創出価値とステークホルダーの考え方
　ソニーのPurpose（存在意義）実現に向け、ソニーは社会

と地球の中に存在しているという考え方を大切にしていま

す。「ソニーグループ行動規範」においても、「イノベーション

と健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持

続可能な社会の発展に貢献することが、ソニーの企業とし

ての社会的責任の基本をなすものです。」と記しています。

　そのため、ソニーの事業活動が株主、顧客、社員、調

達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他機関などの

ステークホルダーや地球環境に与える影響に十分配慮

して行動するとともに、対話を通じてステークホルダー

との信頼を築くことにも力を注いでいます。

価値創造の基盤と事業
　マテリアリティ分析を通じて、ソニーの価値創造を支え

る基盤となる活動のうち、「テクノロジー」と「人材」を最

も重要なテーマとして特定しました。

　また、「事業の多様性」はソニーのバリュードライバー

であり、テクノロジーと人材を中心とした価値創造の基

盤に支えられた6つの事業分野が創出する価値には以

下のものが挙げられます。

① 感動体験で人の心を豊かにする

② クリエイターの夢の実現を支える

③ 世の中に安心・安全を提供する

　ソニーは、「価値創造の基盤」を強化し続けるとともに、

「事業の多様性」を生かしながら価値創出を果たしていく

ことで、Purpose実現に向けた歩みを加速していきます。

価値創造の基盤
31 ソニーのマテリアリティ
32 テクノロジー
36 人材
40 企業倫理とコンプライアンス
 人権の尊重

41 プライバシー・個人情報保護　
 情報セキュリティ

 品質・カスタマーサービス

42 環境
43 気候変動
 資源循環

事業別の価値創造
44 ゲーム＆ネットワークサービス
46 音楽
48 映画
50 エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション
52 イメージング＆センシング・ソリューション
54 金融

56 コーポレート・ガバナンス
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Step3
マテリアリティ項目
の特定

Step2
自社視点および
ステークホルダー視点
での評価

マテリアリティ分析の目的と全体像
　ソニーは、多様な事業を国内外で展開しています。こ

れらの事業を通じて感動を生み出すとともに、社会と地

球環境の抱える課題に対応していく、明確な姿勢と行動

がステークホルダーから求められていると認識していま

す。そこで、ソニーグループが長期的に事業を通じて価値

を創造していく基盤となるマテリアリティ（重要課題）を

特定するために、ステークホルダー視点を取り入れた分

析を実施しました。

マテリアリティの特定プロセス
Step1  マテリアリティ候補項目の抽出・整理

　社内外の情報や文献をもとに、ソニーにとって関連性

が高いマテリアリティ候補項目を選定しました。

　選定にあたっては、「GRIサステナビリティ・レポーティ

ング・スタンダード」や、社会的責任に関する国際規格で

ある「ISO26000」「SDGs（持続可能な開発目標）」など

を参考にしています。

Step2  自社視点およびステークホルダー視点での評価

　「Step1」で抽出・整理した項目について、自社および

ステークホルダー視点での評価を次の観点から実施しま

した。

●  各マテリアリティ候補項目に責任を持つ執行役員が、

中長期視点での社会・技術の変化や、あるべき姿へ向

けたさらなる施策強化の必要性の観点から、各項目の

自社にとっての重要性を評価。
●  NGO、投資家、ESG評価機関、マスメディアなどが公

表している情報に基づき、各項目のステークホルダー

視点での重要性を評価。
●  投資家やCSRに関する社外専門家との意見交換を通

じたステークホルダー視点での評価。

Step3  マテリアリティ項目の特定

　「Step2」で実施した評価結果に基づき、経営層の承認

を得て、マテリアリティ項目を特定しました。

　これらのStepを経た多面的な評価の結果、「テクノロ

ジー」「人材」を最も重要なマテリアリティ項目として特

定しました。今後、長期的な価値の創造に向けて、これら

の領域における取り組みを強化していきます。

　ソニーは、お客様に感動をもたらす製品とサービス、コ

ンテンツを通じたイノベーションの創出と健全な事業活

動の遂行を社会的責任の根幹をなすものとして取り組

んでいます。同時に、ソニーの事業は、人々が平和で安

心して暮らせる地球環境や人間社会があって初めて成

り立つという認識のもと、環境や人権に対する取り組み

をサプライチェーン全体にわたって継続しています。こう

した認識と、ソニーの多様な事業内容は国連のSDGs

（持続可能な開発目標）の掲げる17の目標にも深く関係

しており、事業活動を行う過程でSDGsの達成に貢献し

ていきます。また、ソニーの事業活動が地球環境と人間

社会にもたらすさまざまな影響とリスクを継続的に評価

し、影響をマネジメントするとともに、適切な情報開示を

実施しています。

　そのほか、ソニーの技術、製品、サービス、コンテンツ

の活用や、さまざまなパートナーシップを通じたSDGsへ

の貢献を目指しています。

ソニーのマテリアリティ SDGsへの貢献

Step1
マテリアリティ候補項目
の抽出・整理

最も重要なマテリアリティ項目：
「テクノロジー」「人材」

マテリアリティ分析の全体像

サステナビリティの考え方＞マテリアリティ項目の特定
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/about/materiality.html

価値創造の基盤
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クリエイター ユーザー

多様な事業
ポートフォリオ

価値創造の
基盤

入力／把握

リアルタイム／リアリティ／セーフティ＆セキュリティ

処理 出力／表現

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービスエレクトロニクス

テクノロジー

人材

テクノロジー

「感動を生む、テクノロジー」の開発

注力しているカテゴリー

映像技術 撮像信号処理、ビデオコーデック、高画質化技術、3次元映像技術、ビジョンコンピューティング技術など

オーディオ技術 デジタルノイズキャンセリング、音源分離、高音質化技術など

通信技術 IoT-超低消費電力無線システム、コンテンツ配信など

センシング・インタラクション技術 音声・画像認識技術、UI技術、センシング技術、エージェント技術など

AI・ロボティクス技術 機械学習技術、深層学習基盤技術、運動制御技術、AI×ロボティクスプラットフォームなど

ハードウェア・デバイス技術
イメージセンサー、ARグラス、プロジェクタ（レーザー光源、空間光変調器素子などキーデバイス
含む）、Crystal LEDなど

新機能材料・解析技術 有機材料・無機材料、マテリアルインフォマティクス、材料解析技術など 

テクノロジーに対する考え方
　ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世

界を感動で満たす」というPurpose（存在意義）に基づい

て研究開発を推進しています。また、「テクノロジーに裏打

ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」で

あるソニーの事業は、人を軸としており、「人に近づく」こ

とで感動を生み出し、人々の心を豊かにすることを目指

しています。この「人に近づく」という経営の方向性に基

づき、人、すなわちユーザーやクリエイターの動機に近づ

くという視座を加え、研究開発に取り組んでいます。

　あらゆるコンテンツがデジタルになったことで、テクノロ

ジーはあらゆる事業と不可分となりました。ソニーは、エン

タテインメント事業、エレクトロニクス事業、「プレイステー

ション ネットワーク」や金融などのDirect to Consumer

（DTC）サービス事業といった多様な事業をテクノロジー

で貫き、新たな価値創造を目指します。

　ソニーが取り組む研究開発は、左図のように、世の中

の多岐にわたる3次元のアナログ情報を各種センサーで

時系列に把握し、デジタルデータに変換を行う入力・把

握の領域、そこで得られたデータに対して、さまざまな信

号処理・情報処理および、そのためのデータ伝送と記録

を行う領域、それをまた再び3次元のアナログ情報に変

換し、時系列で出力・表現する領域の大きく3つの領域に

分けることができます。

　これらの3つの領域にわたって技術開発の軸となるの

が、「リアルタイム（時間価値）」と「リアリティ（空間価

値）」という概念です。

　入力・把握から出力・表現までを、リアルタイムで実現す

ることは、新たに得た情報を新たな価値に変換できる可
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能性があり、技術的な差異化ポイントになると考えていま

す。リアルタイムでの価値創出には、ユーザーやクリエイター

が抱える課題の認識やワークフローの深い理解とともに、

差異化となるポイントに対して、十分な時間および空間分

解能を有するノイズの少ないデータを取得できるようなテ

クノロジーの深化が必須となり、この部分に注力していま

す。また、すでにクラウド上にあるデータから機械学習を

使って得られる情報は、人間の過去の営みを最適化したも

のや効率化したものととらえることができます。この点に関

しては、いかにうまく使いこなすかが重要で、協業などの

オープンコラボレーションを通じて取り組んでいきます。

　リアリティの概念においては、映像や音楽を3次元で

表現できるようにすることで、クリエイターの表現の幅を

広げ、ユーザーがよりイマーシブな体験ができるよう研

究開発を進めています。また、リアリティを高めるテクノ

ロジーは、エンタテインメントロボットの動きをより愛ら

しいものにしたり、新たな表現が可能な素材や手法を生

むなど、多岐にわたって顧客価値を創出します。さらに

は、リアルタイムと掛け合わせることで、モビリティや医

療の分野で、安心・安全という価値を創出します。

　このような考えのもと、現在、特に注力しているのは、

「多様な事業全てにテクノロジーの力を与える」「強みと

するテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価

値創出」「外部とのパートナーシップ加速」の3つです。

多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
　事業の多様性は、多岐にわたるユーザーやクリエイ

ターの動機の収集とそれによる製品・事業化の競争力強

化を可能とし、今後のソニーの価値創造においても重要

な役割を担います。そのため、多様な事業に力を与える

テクノロジーを活用することで、事業間のシナジー創出

を加速させていく方針です。

　これまでも、エレクトロニクス事業ではテクノロジーを

活用したシナジーを数多く生み出してきました。半導体

やカメラの分野で培ってきたセンシングや認識技術、映

像技術を駆使し、メディカル分野の内視鏡や手術用顕微

鏡を開発する、といったものがその一例です。しかし、今

後はテクノロジーの間口を広げ、エレクトロニクスとエン

タテインメントや、エレクトロニクスと金融とのシナジー

創出にも一層注力していく考えです。

　テクノロジーを活用したシナジーを生み出すための体

制強化として、従来のコーポレートR&Dの組織を整理

し、2018年4月にR&Dセンターを設立しました。R&Dセ

ンターと各事業会社とが連携を密にして協働するために

は、技術者自身もユーザーやクリエイターのニーズを把

握している必要があります。そのため、映画は米国・ロサ

ンゼルス、データ分析・セキュリティ技術はベルギー・ブ

リュッセルなど、地域ごとの強みを生かした研究開発拠

点をグローバルに設けています。また、新しい顧客価値

の仮説立案、プロトタイプ開発、実証実験までを行うな

ど、体制の強化を図っています。

『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 - “光”＆“誓い”- VR』 
©2018 U3MUSIC/Sony Music Entertainment (Japan) Inc. 
©2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

グローバルに拠点を有するコーポレートR&Dの活動強化

SIEとの協業拠点
（米国／サンマテオ）

USリサーチセンター
（米国／サンノゼ）

SPE ／ SMEとの協業拠点
（米国／ロサンゼルス）

UXテクノロジーセンター
（米国／サンディエゴ）

ソニーチャイナリサーチ
ラボラトリー（中国／北京）

リサーチセンタールンド
（スウェーデン／ルンド）

SESテクノロジーオフィス
（英国／ベイジングストーク）

テクノロジー＆ソフトウェア
センターヨーロッパ
（ベルギー／ブリュッセル）

インドリサーチセンター
（インド／バンガロール）ヨーロピアンテクノロジーセンター／

マテリアルズサイエンスラボラトリー
（ドイツ／シュトゥットガルト）

価値創造の基盤
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　エンタテインメントとテクノロジーのシナジーにおいて

は、ユーザーが映画や音楽などのコンテンツを一層の没

入感を持って楽しめる環境や製品をつくり出していくこ

と、また、クリエイターの自己表現の幅を広げていくことに

力を注ぎます。具体的には、映画事業における3Dスキャニ

ング技術の活用の例が挙げられます。米国・ロサンゼルス

にある「ソニー・イノベーション・スタジオ」は、3Dスキャニ

ング技術を駆使して、映画撮影の背景を3次元で再合成

することができる次世代スタジオです。大規模なセットを

組まずにバーチャルで背景を構成できるため、製作にか

かる費用削減や時間短縮にもつながります。3Dスキャニ

ングは、CG合成や新しい映像表現を生むためにも使わ

れ始めており、その将来性にも期待が高まっています。ま

た、音楽やゲームにかかわるクリエイターと、映像機器の

開発者やその要素技術の研究者が、協働でVRの技術開

発に取り組んでおり、アーティストのVR映像コンテンツを

制作・配信するといった実例も、続々と生まれています。

　金融分野におけるテクノロジーとのシナジーは、AI・

データアナリティクス技術などを背景とした、いわゆる

フィンテックです。現在、AI技術を、お客様一人ひとりに

合った保険提案のためのサポートや、顧客サービスの向

上に生かしていく取り組みを進めています。また、高度な

暗号化やセキュリティの技術は、金融の各事業において

も活用できると考えています。

強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーに
よる価値創出

　ソニーの技術開発においては、現在の技術アセットを

一層活用して顧客価値を高めるとともに、将来への仕込

みにも注力しています。そのため、その仕込みの中核を

担うR&Dセンターでは、中長期的に技術探索や基礎的

な研究を積み重ねる「基盤技術研究開発」、次世代の製

品・サービスのプラットフォームおよびインフラとなる技

術の先行開発を担う「システム技術開発」、社内外の複

数技術を統合し事業につなげる「統合技術開発」、とい

う3つのフィールドを定義し、それぞれが連携すること

で、技術開発の強化を図っています。

　現在、技術的優位性があり、価値創造に直結する主な

カテゴリーとしては、P.32の「注力しているカテゴリー」

の表に掲載した7つが挙げられます。クリエイターの夢を

実現し、ユーザーに感動を届けるためには、「リアリティ」

を追求する映像技術やオーディオ技術をはじめ、「リアル

タイム」を生み出す通信技術、動機を把握するためのセ

ンシング・インタラクション技術などは不可欠です。また、

デジタル社会にあってAI・ロボティクス技術は生命線に

もなります。加えて、ハードウェア・デバイス技術や新機

能材料・解析技術が感動につながる高付加価値の製品

を生み出します。

　技術開発の成果を価値創造につなげるためには、知

的財産権として可視化することも有効です。自社のみな

らず、他社の技術も含めて全体を可視化することで、技

術進化の予測が可能になると同時に、自社で注力すべ

き技術領域と、補完すべき技術領域が明確になります。

ソニーは、この可視化によって得られた知見を研究開発

ロードマップに絶えずフィードバックすることで、自社技

術の強みを一層強化し、また不足する領域は、自社で開

発すべきか、外部の知見を活用してオープンコラボレー

ションの形態をとるかを都度、適切に見極め、効率的か

つスピード感を持って、技術開発の成果を社会に最大限

還元することを目指しています。

ソニー・イノベーション・スタジオ

近年の主なテクノロジーに関する表彰

対象 表彰名称

デジタルノイズキャンセリングの発明（特許第4882773号） 2019年度全国発明表彰「発明賞」

Crystal LEDディスプレイシステム
ディスプレイ関連学会SID （Society for Information Display）
2019 Display Industry Award for「Display of the Year Award」

Cu-Cu直接接合手法を用いた積層型CMOSイメージセンサーの開発 平成30年度「大河内記念生産賞」

映像制作機器やサービスを通じた、放送業界への貢献
2017年度プライムタイム・エミー賞Ⓡ技術部門賞
「フィロ・ファーンズワース賞」

積層型多機能CMOSイメージセンサー構造の発明（特許第5773379号） 2016年度全国発明表彰「内閣総理大臣賞」

新規植物由来多孔質炭素材料の発明（特許第4618308号） 2014年度全国発明表彰「21世紀発明奨励賞」
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　また、可視化され、知的財産権として公表されたテクノ

ロジーは、社会からも高く評価され、近年では、デジタルノ

イズキャンセリングやCMOSイメージセンサー、バッテリー

電極用に開発していた新規炭素素材「トリポーラス＊」

の発明などが表彰を受けています。各種学会での発表や

論文への掲載なども多数あり、Crystal LEDディスプレ

イシステムなどが表彰を受けています。
＊   「トリポーラス」は、さまざまな分子を素早く吸着する特徴を持った天然
由来の炭素素材です。水や空気の環境浄化をはじめ、化粧品や薬剤な
ど幅広い分野での応用、製品化が検討され始めており、安心・安全な社
会の実現に向け、他社との協働も視野に検討が進められています。

外部とのパートナーシップ加速
　デジタル化やネットワーク化が進展する中、多岐にわ

たるユーザーやクリエイターの動機を収集し、新たな事

業開発や技術開発につなげたり、製品化・事業化の幅を

広げ顧客価値を高めたりするには、外部とのパートナー

シップがますます重要となります。ソニーはこれまでも、

他企業や組織との協働事業・共同研究によって、新たな

事業を生み出してきましたが、今後はその取り組みをさ

らに加速させていく考えです。2019年5月に発表したマイ

クロソフトコーポレーションとの戦略的提携もその一例

で、現在R&Dセンターやソニー・インタラクティブエンタテ

インメントが中心となって共同開発の検討を進めていま

す。また、グローバルに拠点を有するコーポレートR&D

は、現地の大学などとさまざまな研究で連携しています。

　コーポレートR&Dの活動以外にも、外部とのパート

ナーシップに関しては以下のような事例があり、グルー

プ横断的に取り組んでいます。

　知的財産センターは、各事業の方向性を把握し、社内

外の開発状況を評価したうえで、必要に応じて外部との

連携や橋渡しを行う役割も担っています。例えば、ブロッ

クチェーン技術では、内部での本格的な技術開発に先駆

け、外部の技術を有効活用しながら知的財産を創出しま

した。現在では、同センターと各事業の連携のもと、教育

データの管理による正当な評価獲得や複雑化するデジ

タルコンテンツにおけるクリエイターの権利保護に向け

た環境整備に活用され始めています。

　スタートアップの創出と、その事業運営を支援するソ

ニー・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム

（SSAP）は、社外にも門戸を開き、京セラをはじめ、外部

の一般企業やスタートアップ、NPOや東京大学などがプ

ログラムに参加し、ソニーの経験豊かな社員で構成され

るアクセラレーター（新規事業の専門家）とともに新規事

業の創出に取り組んでいます。

　ソニーのコーポ－レートベンチャーキャピタルであるソ

ニーイノベーションファンド（SIF）は、ロボティクスやAIな

どをはじめとした成長分野で活躍するベンチャー企業へ

の投資を行っており、2019年4月までに43社に出資しま

した。同年7月からはシード・アーリーステージ企業向け

の自社ファンドと、ミドル・レーターステージ企業向けの、

外部投資家と連携した大型のファンドを同時運用してい

ます。また、ソニーは米国・カーネギーメロン大学（CMU）

と、AIとロボティクスに関する研究開発を共同で行って

います。現在取り組んでいる研究テーマは、高いレベル

の多様な技術を必要とする「調理とデリバリー」です。今

後、CMUで創出されるAI、ロボティクス領域の新たな研

究開発プログラムやスタートアップに対して、SSAPやSIF

からサポートを提供することも予定しています。

カーネギーメロン大学との共同プロジェクト

ソニーコンピュータサイエンス研究所（ソニー CSL）
　ソニーCSLは、新たな研究領域や研究パラダイムの創生と、新技術・新事業の創出に取り組む先端組織です。研究

成果は研究者の個人名で発表していることも特徴で、これまで次世代コンピュータシステムやシステムバイオロジー、

経済物理学、AIなどのテーマで、研究成果を積み上げてきました。現在はさらに、農業や医療などの社会課題関連を

はじめ、人間の能力拡張や、各種産業のインテリジェント化などの研究にも取り組んでいます。例を挙げると、同研究

所が開発した新しいデータ分析技術は、グループ内の各事業で製造解析、設計解析、ヒットコンテンツ分析、顧客満足

度分析などに活用される他、外部に対しては電通国際情報サービスと共同で、技術提供サービスを展開しています。

テクノロジー
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/

価値創造の基盤
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クリエイター ユーザー

多様な事業
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価値創造の
基盤

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービスエレクトロニクス

テクノロジー

人材

Attract Develop Engage

人材獲得／育成／社員エンゲージメント

ビジネス
セグメント別
人員構成（％）

66

7

8

10
3 5

エリア別
人員構成（％）

46

13
10

9

20
2

エレクトロニクス*1

音楽

映画

金融

その他 全社（共通）

日本

米国

その他地域*3

欧州

中国
大陸・
香港地区

アジア・
太平洋
地域*2

人材についての基本的な考え方
　ソニーでは、最も重要なステークホルダーのひとつで

ある人材を“群”ではなく“個”としてとらえています。強

い意志と自主性・成長意欲を持った個性あふれる社員

一人ひとりに寄り添うことを大切にしており、これにより

社員の持てる力が最大限に発揮されるものと考えてい

ます。「設立趣意書」にも人材や職場環境について、「自

由闊達にして愉快なる理想工場」「実力本位、人格主義」

「個人の技能を最大限に発揮」などと明記されており、こ

の考え方は現在まで脈々と受け継がれています。”個“の

人材とソニーの関係については、「都度、お互いに選び合

い、応え合う関係」と定義しています。“個”の成長が組織

の成長につながり、結果、ソニーの成長を実現すると考

えています。ソニーの持続的な成長が、社員にとっては、

より多くの挑戦と成長の機会をもたらします。

　事業と人の多様性はソニーの強みであり価値創造の

ドライバーです。異業種企業との合弁事業やM&Aによっ

ソニーの人材基礎情報（2019年3月31日現在）

持続的な成長のための人事戦略フレームワーク

人材

合計114,400名

＊1  エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、ゲーム&ネットワーク
サービス、イメージング＆センシング・ソリューション

＊2 該当地域：東南アジア・インド・オセアニア・台湾地区・韓国
＊3 該当地域：中近東・アフリカ・中南米・カナダ

ソニーが社員に提供する価値 ソニーが社員に求めること

●  「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテ
インメントカンパニー」で、世界を感動で満たす影響力 

●  お客様やコミュニティ、クリエイターに近づき、イノベー
ションを創出

●  エンタテインメント、エレクトロニクス、Direct to 
Consumer（DTC）サービスの多岐にわたるグローバ
ルなキャリアの可能性

●  多様な人材や視点から価値を生むインクルーシブな
カルチャー

●  夢と好奇心で未来を開拓し、人々の心を動かす
●  多様性を生かし、ベストなものを飽くことなく追求
●  ソニーの持続可能性のために、倫理的で責任ある行
動を体現し、ソニーブランドへの信頼に応える

●  エンタテインメント、エレクトロニクス、DTCサービスの
多岐にわたる事業機会を生かすために独自性を発揮
する
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て、異質な個性・能力を持つ人々が互いに学び刺激し合

うことで新たな価値を創出し、事業ポートフォリオの拡大

と事業成長を遂げてきた歴史があります。例えば、1968

年に米国CBSとの合弁によって参入を果たしたエンタテ

インメント事業、1979年に米国保険会社プルデンシャル

との合弁を通じ「ライフプランナー」という新たな概念で

業界の常識を覆した生命保険事業など多くの事例が

あります。こうした多様な事業がさらに多様な個性と人

材を惹きつけ育む好循環を生んでいます。

　このような多様な事業と人材を束ね、ソニーとして持

続的に価値創造を行うために、Sony’s Purpose & 

Values（存在意義と価値観）に、社員が強く共感してい

ることが極めて重要になります。加えて、「ソニーが社員

に提供する価値」と「ソニーが社員に求めること」をグ

ループ共通で定義しています。

人事戦略の方針
　ソニーでは、多様な事業を営む各事業会社と人事戦

略のフレームワークを共有しながら、詳細な人事戦略の

立案と遂行は各事業の自律性に委ねることとしていま

す。これは、各事業の競争優位を高めるためには、価値

創出に向けて必要となる人材・専門性・マネジメント方

法が異なる事業単位で、最適な人事戦略を設計すべき

との考えに基づいています。一方、本社人事部門では各

事業の人事施策を支援しつつ、各事業と人材の多様性

を強みに価値を創出するための人事施策に注力してい

ます。

　人事戦略の共通のフレームワークとしては、持続的な

成長を目指したP.36左上の図のような構造です。

　１つ目の「Attract」（人材獲得）では、Sony’s Purpose 

& Valuesへの共感を前提としながら、今後の事業競争

力強化のために戦略的な人材獲得を重視しており、採用

力を継続的に高めています。市場競争力のある適正な

処遇水準、完全実力主義の評価・等級運用などに加え

て、成長機会の提供、柔軟で多様な働き方、新たな挑戦

や失敗を許容するソニーらしい組織風土などにより差異

化しています。

　２つ目の「Develop」（人材育成）では、ソニーの強み

である人材の多様性を最大限活用した育成施策を実施

しています。多様なバックグランドやスキルを持った社員

がお互いの強みから学び合い刺激し合う機会や場を提

供しています。

　3つ目の「Engage」（社員エンゲージメント）は、現在、

ソニーが人事戦略において最も重視している要素です。

社員エンゲージメントを高め、組織と個人が互いの成長

に貢献し合う関係を形成していくために、ソニーでは長

年、社員への定期的な意識調査を行っています。各々の

回答内容から、エンゲージメントをさらに高めるための

重点領域を特定し、社員との対話を通して組織ごとに適

切な施策を実施しています。

外部評価

世界各国で多様な事業を

展開しており、また高い採

用ブランド力があるため、

事業ポートフォリオの変化

に合わせて、必要な人材を

必要な場所で機動的に獲

得できる機会

Universum社 世界で最も魅力的
な企業2018で11位（エンジニアリン
グ／IT専攻の学生）

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財
団によるLGBTQ平等調査で最高ス
コア（対象：米国 ソニー・コーポレー
ション・オブ・アメリカ、ソニー・エレ
クトロニクス、ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント）

エレクトロニクス・プロダクツ

&ソリューション事業、イメー

ジング&センシング・ソリュー

ション事業、金融事業の主

要拠点である日本におい

て、長期的に労働人口が減

少するため、必要な人材の

獲得競争が激化するリスク

人材についての機会とリスク 社員意識調査におけるエンゲージメント指標の推移

86%
2016年

86%
2017年

86%
2018年

機会 リスク

社員意識調査参加率 約90%
社員コメント数 延べ8万件

※ エンゲージメントに関する設問において、非好意的以外の回答をして
いる社員の割合

価値創造の基盤
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多様な事業領域に最適化した人事制度
ゲーム&ネットワークサービス（G&NS）：ソニー・インタラ
クティブエンタテインメント（SIE）は、人材の獲得、育成、リ

テンションの競争が激しいシリコンバレーにグローバル本

社を置いています。市場価値に基づく、報酬、最高水準の

福利厚生、「プレイステーション」のブランドでさまざまな社

員エンゲージメント活動を実施しており、これらはSIEが売

上200億USドル企業として成長し続ける原動力となって

います。ダイバーシティ＆インクルージョン、CSRやキャリア

開発への積極的な取り組みは、SIEが「best place to 

play and work （最高の遊び場と働く場）」として認知さ

れることに寄与しており、離職率はシリコンバレーの市場

平均の約半分の9％となっています。また、Workday、

Greenhouse、PeopleFluent、Eviveといった人事システ

ムへ積極的に投資しており、技術志向の強い社員の期待

に応えています。社員が事業成長への貢献に集中できるよ

う、人事関連において社員からの問い合わせに丁寧に対

応するHRコンシェルジュサービスを提供しています。

音楽：音楽制作事業を行うソニー・ミュージックエンタテ
インメント（SME）は、音楽とエンタテイメントとテクノロ

ジーを交差させる、クリエイティブとコンテンツのグロー

バルなリーディング企業です。アーティストと社員にとっ

て最も働きやすく魅力的な場であることを志向していま

す。人事戦略は経営戦略の最も重要な要素の1つです。す

べての事業部門でSMEが働く場として素晴らしい環境

となるような差異化に注力しており、音楽制作のエコシ

ステムの中で、SMEが提供する価値の向上やアーティス

トの関係性を深める経営戦略に寄与しています。現在お

よび将来の事業拡大に必要な領域において、世界最先

端で最も優れた人材の獲得と育成、あらゆる階層におけ

る研修、ダイバーシティ＆インクルージョンを尊重する風

土を醸成することに徹底して取り組んでいます。

　音楽出版事業を行うSony/ATVミュージック・パブ

リッシングは、創造性を育み、作曲家・作詞家のキャリア

上の成長を支援することで、作曲家・作詞家にとって最

高の場となることを志向しています。人事戦略において

は、ユニークで多様な才能を持つ社員を大切にし、採用、

育成など活動を通して、こうした人材がお互いに刺激し

合うような素晴らしい風土を醸成することを重視してい

ます。この実現のために （1）One Teamとしてのアプ

ローチ （2）進化し続けるビジネスニーズに応じるために

人材の多様性（3）育成・研修による社員への投資、とい

う3つの重点領域を設定しています。これらにより組織の

パフォーマンスを最大化しています。

映画：ソニー・ピクチャーズエンタテインメント（SPE）で
は、人事戦略として、社員を触発しサポートすることで

「Win Together（SPEと社員が共に成功すること）」を

志向しています。SPEの経営戦略の実現に向けて社員が

重要な役割を果たし続けていくために、人事は社員の

パートナーとしてあらゆる活動を通して最善を尽くして

います。さまざまな部門と協力し効果的なコミュニケー

ションを行い、また才能あふれる人材を獲得、育成し、意

欲を持って活躍し続ける環境づくりを行っています。特

に、SPEの存在意義・価値観への共感、協業の重要性、多

様な視点の活用という、経営と人材に共通して重要な戦

略的目標に注力しています。

エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション（EP&S）：
EP&Sにおいては、映像・音・通信に関する差異化された

技術資産と技術プラットフォームに加えて、開発・設計・

生産・調達・物流・販売におけるバリューチェーンにおい

て、一気通貫で事業の最適化と効率化を追求することが

重要です。各領域での専門性の高い人材を世界各地の

最適な場所で獲得・育成しています。一方でバリュー

チェーン全体を最適化するために、それについて広範な

知識を持つ人材を、地域を超えて異動させることで育成

しています。

　また、事業を超えて人材が活発に異動しています。事

業再編にともない機動的にリソースを再配置するだけで

なく個の社員の自律性を尊重しており、社内公募制度を

通して多くの社員がこれまでとは異なる事業や職種に

挑戦しています。

イメージング＆センシング・ソリューション（I&SS）：I&SS
においては、CMOSイメージセンサーに代表される高い

技術力と各アプリケーションでの優良な顧客基盤が重要

です。旺盛な需要に対応し、事業拡大と人員計画が密接

に連動することが収益を実現するドライバーとなってい

ます。そのため開発・設計・生産・販売を横断して、差異

化の源泉となる高度な専門性の高い人材を長期視点で

採用・育成しています。

金融：生命保険、損害保険、銀行、介護などの多岐にわた
る事業を展開するソニーフィナンシャルグループは、これ

までの業界他社とは異なる、常識にとらわれないビジネ

スモデルで差異化を図り、個人のお客様を中心とした

ニーズと信頼に応えることで成長してきました。
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　原点である「お客様のために」という思いを受け継ぎ、

人々の心を豊かにし、持続可能な社会の実現に貢献する

という思いのもと活動しています。お客様から長期的な

信頼を得ながら、新たな価値を提供し続けるには、人材

が重要な経営資源のひとつです。昨今では、フィンテック

への取り組みを加速する中で、AIやデータ解析などの先

進テクノロジーに精通する人材育成も急務となっていま

す。長期的に事業とともに成長しつづけるよう採用・育

成・報酬など包括的な人事施策を展開しています。

事業と人材の多様性を強みに価値を創出するための取り組み
　各事業で個別の人材戦略を展開する一方で、グルー

プ共通の人材戦略推進においては、人材と事業の多様

性を強みとして価値創造につなげる仕組み・風土を構築

することや事業間シナジーを創出していくことを重視し

ています。

　経営人材の育成では、「ソニーユニバーシティ」はグ

ローバルに活躍できる基幹人材を育成するためのプロ

グラムで、取り組み開始から18年が経過しています。「経

営ビジョンと戦略を描きリードする人材の創出」「ソニー

スピリッツの継承」「グループ経営を行うための人的ネッ

トワークの形成」をミッションに掲げ、多彩な教育プログ

ラムを実施しています。

　クリエイティブエンタテインメントカンパニーとしての

競争力の源泉は、それを支える優れたテクノロジーです。

組織横断的な知の共有と継続的な進化を目的として、

2015年度に設立した技術戦略コミッティは、領域ごとに

各グループ会社から選出された専門家によって構成さ

れ、技術革新と組織的な技術連携を促しています。また、

本コミッティの中ではグループ会社の垣根を越えた基幹

技術研修のような人材育成の施策に加え、人材の獲得と

いった施策にも取り組んでいます。また、ソニーグループ

全体の研究開発テーマを展示する社員向けの技術交換

会であるSony Technology Exchange Fair（STEF）

を毎年開催しています。1973年から開催されており、

2018年は国内外のソニーグループ各社から約10,000

人の社員が参加し、活発な意見交換が行われました。

　2018年11月には、新たな研修施設「PORT」を本社オ

フィスに開設しました。事業と人材の多様性をバリュード

ライバーとして一層生かしていくため、幅広い事業領域

にかかわる人材が集まり、刺激を与え合いながらお互い

に学び合い成長することを狙いとしています。今後は、リ

アルの場だけでなくバーチャルでの学びの場の創出も予

定しており、約11万人のグループ社員が場所や時間の制

約を超えてつながり、互いに成長できる仕組みを順次導

入する計画です。

人材
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/employees/

● ダイバーシティ
● 社員の成長と活躍
● 社員エンゲージメント

Sony Technology Exchange Fair（STEF）ソニーユニバーシティプログラム風景 PORT

価値創造の基盤
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企業倫理とコンプライアンス

ソニーグループ行動規範
　ソニーは、倫理的で責任ある事業活動を通じて社会価

値を創出し、お客様に感動を届けられるよう取り組んで

います。「ソニーグループ行動規範」は、多種多様な事業

に従事するソニーグループ社員のあるべき行動を定め

ており、ソニーのPurpose & Valuesを実現していくた

めの基礎になるものです。また「ソニーグループ行動規

範」は、ソニーの多様性と社会価値の創出を支える共通

の基盤でもあります。

　行動規範は、「公正である」「誠実である」「正直である」

「尊重する」「責任を持つ」といったソニーの倫理的行動の

核となる指針のもと、「腐敗防止・贈賄防止」「独占禁止・

公正競争」「プライバシー保護」などのグループ全体の重

要なリスク領域に関する共通のポリシーを定めています。

高潔さと誠実さの実践
　倫理的で責任ある事業活動を実践するために、ソ

ニーはグループの全事業および地域を網羅するコンプ

ライアンスネットワークを構築し、このネットワークを通

じて企業倫理・コンプライアンスプログラムを実施してい

ます。特に「トップマネジメントによる率先垂範」を核とし

て、継続的かつ繰り返し、社員に行動規範に定める倫理

的行動の指針に忠実であることの大切さを伝えていま

す。本活動は、社内規則、手続、研修、継続的なリスクア

セスメント、調査、第三者リスク管理、監査、モニタリン

グといった内部統制手続と連携することで、包括的で堅

固なプログラムを実現しています。また、ソニー社員が報

復を恐れることなく問題を提起できるような「問題が提

起され受け止められる企業文化」をつくるために、24時

間365日利用可能なグループ共通の「ソニー・エシックス

&コンプライアンス・ホットライン」をはじめ、ソニー社員

が問題を報告するために利用できるさまざまな窓口を

用意しています。

2019 World's Most Ethical Companies
（世界で最も倫理的な企業）の一社として

　ソニーの透明性、誠実さ、企業倫理・コンプライアンスに

関する取り組みが評価され、ソニーは企業倫理のグローバ

ルスタンダードの研究と推進を行う米国の専門機関である

Ethisphereより「2019 World's Most Ethical Companies

（世界で最も倫理的な企業）」の一社として選出されまし

た。ソニーは今後も、ソニーブランドへの信頼に応えてい

くために、社員、ビジネスパートナー、事業活動を行う地

域のコミュニティといった多様なステークホルダーとの

対話に積極的に取り組んでいきます。

人権の尊重

人権に関する方針と人権リスク分析
　ソニーは、人権の尊重に関する基本的な方針を「ソニー

グループ行動規範」に定めています。「全ての人の、国際的

に認識されている人権を尊重し、支持」し、「事業活動、商

品、サービスまたはビジネス上の関係が人権への負の影

響を引き起こしたり、助長したりすることがないよう、合理

的な努力をし、また万一そのような影響が生じた場合に

は、解消に向けて真摯に行動」することを明記しています。

　また、ソニーは、全ての事業活動に潜在する人権リスク

の分析を定期的に実施しています。2018年に実施した

人権リスク分析では、エレクトロニクス事業のサプライ

チェーンにおける労働者の人権配慮など以前より取り組

んできた項目や、AIなどの新たな技術にかかわる課題が

特定されました。今後も、人権リスクの継続的なモニタリ

ングと改善を実施していきます。

AIと倫理に関する取り組み
　ソニーは、AIを活用することにより、平和で持続可能な

社会の発展に貢献し、人々に感動を提供することを目指

しています。同時に、ソニーは、AIが社会に与える影響に

ついてさまざまな議論が行われていることを認識してい

ます。これらを考慮して、ソニーは2018年9月に「ソニー

グループAI倫理ガイドライン」を策定しました。また社外

での取り組みとして、2017年5月、ソニーはAI技術の啓

発などに取り組む非営利団体「パートナーシップ・オン・

AI」に、日本企業として初めて参画しました。さらに、経

団連「AI活用戦略」や、内閣府「人間中心のAI社会原則」

など、AIをよりよい形で社会実装していくための原則や

指針づくりにも参画しています。

「World’s Most Ethical Companies」
とEthisphereの名称およびロゴは、
Ethisphere LLC.の商標です。

企業倫理とコンプライアンス＞ソニーグループ行動規範
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code.html 人権の尊重

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/humanrights/index.html

「ソニーグループ行動規範」

SONY GROUP
CODE OF CONDUCT
ソニーグループ行動規範
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プライバシー・個人情報保護

　新しいデジタルの時代を迎え、世界のプライバシー環

境は、かつてないほど急速に変化しています。ビッグデー

タ、AIなどの革新的な技術が急速に進展していくと同時

に、EU一般データ保護規則（GDPR）をはじめとする新

たなプライバシー法が次々と制定され、世界中でプライ

バシーに関するコンプライアンスの基準が引き上げられ

ています。ソニーは、こうした変化に対応し、お客様の信

頼に応え続けるため、お客様や社員を含めたステークホ

ルダーのプライバシーを尊重して事業活動を行うことを

基本方針とし、グローバルでのプライバシー・個人情報

保護プログラムの継続的な強化に取り組んでいます。

　ソニーでは、プライバシー担当執行役員の指揮のもと、

ソニーグループ全体をカバーするプライバシー・個人情

報保護体制を敷いています。チーフ・インフォメーション・

セキュリティ・オフィサー（CISO）の指揮する情報セキュ

リティチームと緊密な連携を保ちながら、プライバシー・

個人情報を保護するための対応にあたっています。

　担当組織は、各地域の法規制や事故事例、業界のベス

トプラクティスなどをもとに、プライバシー・個人情報保

護プログラムを策定・実施しています。プライバシー・個

人情報保護の領域で新たに発生するリスクや複雑さに

対応すべく、プログラムは定期的に見直しています。

　また、ソニーでは、プライバシー・個人情報保護の取り

組みにおいて、社員教育を重要な要素のひとつと考え、

全ての社員に、プライバシー・個人情報保護に関する研

修を受講することを義務づけています。

情報セキュリティ

　昨今、グローバル企業が保有する情報を狙ったサイ

バー攻撃は、その数が増えているだけでなく、より巧妙・

複雑かつ執拗な手口をとるようになってきています。

　こうした変化に対応し、安定した経営基盤、そしてス

テークホルダーの信頼を維持するため、ソニーは情報資産

や情報システムを不正なアクセスや漏えい、改ざん、損失、

破損などのリスクから守ることを基本方針とし、情報セ

キュリティ対策の継続的な強化に取り組んでいます。

　ソニーでは、CISOが主導し、各グループ会社の情報セ

キュリティ責任者と連携してグループ全体の情報セキュ

リティ体制を構築しています。

　全体の情報セキュリティ管理は、業界のべストプラク

ティスに基づく規定や基準に則って実施されており、さら

にリスク環境などの変化に対応できるよう、定期的に規

定・基準の見直しと改定を行っています。

　また、ソニーでは、第三者からの攻撃に対応するため、

最先端の技術を備えた「グローバルセキュリティオペ

レーションセンター」を運営しています。専門の事故対応

チームが脅威に関する情報の分析、悪意ある行為のモニ

タリングと検知および対策づくりなどを通じて、 24時間

365日体制でネットワークを防御しています。また、社員

に対しては、多様なセキュリティリスクに対する意識向上

を目的とした研修を定期的に実施しています。

　加えて、製品に起因するセキュリティリスクに関して

は、品質担当執行役員のもと、製品の企画から出荷、廃

棄までを含む一連のライフサイクルを考慮したセキュリ

ティ対策の仕組みを導入するなど、取り組みを強化して

います。

品質・カスタマーサービス

　ソニーは創業以来、お客様の視点に立った高い品質の

製品・サービスの提供を最優先事項としてきました。「ソ

ニーグループ行動規範」は、製品およびサービスを利用

するお客様の安全を保つため、法令に定める基準を満た

す、またはそれを上回るための手だてを継続的に追求

し、安全性を確保していくことを定めています。この認識

のもと、お客様の期待を超える品質の製品・サービスを

お届けすることを社員一人ひとりに徹底するため、品

質・カスタマーサービスに関する基本的な考え方を示す

「ソニー品質憲章」を定めています。

　また、「使いやすさとアクセシビリティ」を品質の大切

な要素としてとらえ、デザイン・開発に取り組んでいま

す。世界中の大人も子どもも、高齢者の方も、障がいの

ある方も、できるかぎり多くのお客様にご利用いただけ

る製品・サービスの提供を目指しています。

　ソニーでは、品質担当執行役員のもと、本社の各主管

部門や各ビジネス部門、関係会社と協力して、品質・カス

タマーサービスに関する一連の活動を推進しています。

新たに確立された技術やユーザーインターフェースの進

化を取り込みながら、快適に利用できる製品・サービス

の提供を常に心がけています。また、優れた顧客体験を

提供するため、製品の企画・設計・検証の各過程で、人間

中心設計（HCD：Human Centered Design）の考え方

を取り入れています。

企業倫理とコンプライアンス＞プライバシー・個人情報保護
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/privacy.html

コーポレート・ガバナンス＞内部統制体制＞情報セキュリティ管理
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/governance/internal_
control/information_security.html

品質・カスタマーサービス
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/quality/index.html　

価値創造の基盤
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環境計画「Road to Zero」
　ソニーの事業は、持続可能な地球環境や、人々が安心

して暮らせる社会の上に成り立っているとの認識のも

と、環境や社会にかかわる取り組みをバリューチェーン

全体にわたって継続的に推進しています。ソニーグルー

プ全体で一貫した活動が展開できるよう、グローバル環

境マネジメントシステムを構築・運用しています。このマ

ネジメントシステムのもと、長期環境計画「Road to 

Zero」を推進し、2050年までに、ソニーグループの事業

活動および製品のライフサイクルを通じて、環境負荷を

ゼロにすることを目指しています。さらに、2050年の達

成年から逆算して、「5年ごとにどのような取り組みをす

べきか」というバックキャスティングの考え方で中期目標

を設定しています。2020年度を達成年とした中期目標

「Green Management 2020」においては、「気候変動」

「資源」「化学物質」「生物多様性」という重要な4つの視

点に対し、商品のライフサイクルのステージごとに具体

的な目標を定め、これらの達成に向けた活動を2016年

度から進めています。

　なお、気候変動目標に関しては、日本企業で初となる

「Science Based Targets＊」に認定されています。

　このような中長期の目標に基づいたソニーの環境活

動は、外部機関からも高く評価されています。例えば、投

資家の要請で設立され、企業の環境情報開示を推進す

る国際NPO「CDP」が実施している気候変動に関する調

査では、ソニーは2015年より4年連続で最高評価の「Aリ

スト企業」に選定されています。

リスクと機会
　気候変動に関する「パリ協定」に象徴されるように、国際

社会は脱炭素化へ急速に舵を切っています。また、欧州の

サーキュラーエコノミー（循環型経済）戦略が示すように、資

源循環型社会の実現も企業にとって中長期的な経営課題

となってきています。

　環境問題に取り組むことは、持続可能な社会の実現を

目指すソニーの社会的責任であると同時に、事業継続性の

面でも重要です。製品の増産やサービスが大規模化すれ

ば環境負荷が増大し、適切な対応を行わなかった場合は

ソニーが受ける社会的・財務的影響は大きく、経営に対す

るリスクが高まります。例えば、炭素税の課税や省エネ基準

のさらなる厳格化といった法規制に関するリスク、気候変

動による異常気象への対応などの物理的なリスク、ユー

ザーの環境意識の変化がもたらす市場の変動なども、潜

在的なリスクになります。このようなリスクを把握するととも

に、対応するための体制を整えています。例えば、各種法規

制の進展については、世界各国の法規制情報を迅速に収

集する仕組みと、確実に法令を遵守できる体制を整備して

います。

　他方、環境問題への取り組みはソニーの優位性を高め、

かつ、新たな事業を創出する機会にもなります。あらゆるソ

ニーのオペレーションの省エネや脱炭素化・省資源化が進

めば、事業所のコスト効率改善にもつながります。また、気

候変動問題への関心が高まるにつれ、製品の省エネル

ギー性能はユーザーにとってより重要な選択肢になると考

えられます。ソニーでは以前より、幅広い製品で省エネル

ギー化を進めており、こうした社会的時流の中で、ソニー製

品の優位性はさらに高まっていくと考えています。さらに、自

動運転社会の到来によってモビリティの最適化が行われれ

ば、自動車運転に起因する環境負荷が低減すると見込ま

れ、そのような時代においてソニーの車載CMOSイメージセ

ンサーは大いに貢献できると考えています。

＊   Science Based Targets：企業の掲げる温室効果ガスの削減目標が、
「地球の気温上昇を産業革命前の気温と比べて2℃未満に維持する」
という科学的な知見と整合していること。

環境

環境＞環境方針と目標＞ソニーグループ環境ビジョン
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/
management/vision.html

環境＞環境方針と目標＞環境計画と環境中期目標
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/
management/plan.html
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　ソニーでは、事業活動および製品のライフサイクルを

通して、気候変動対応を推進しています。事業所におい

ては、エネルギー利用効率の向上と温室効果ガス排出の

少ないエネルギーへの転換を最優先事項とし、今後は再

生可能エネルギー（再エネ）の導入を加速していく計画で

す。2018年9月には「RE100＊」への加盟を発表し、2040

年度までに全世界の自社オペレーションで使用する電

力を100%再エネにすると宣言しました。

　さらに、自社オペレーションにとどまらず、スコープ3と

呼ばれる間接的な温室効果ガス排出量削減にも積極的

に取り組んでいます。例えば、製品については2020年度

までにAC機器の消費電力量30%削減（2013年度比）に

向けて活動しており、2018年度実績は50.8％減でした。

サプライチェーンにおいては、部品調達先や製造委託先

に対し、自主目標を設定して省エネルギーを推進するよ

う働きかけを行っています。

　また、ソニーは環境活動に関する情報開示の重要性を

認識しており、1994年から「環境報告書」を発行し、環境

活動の進捗を広くステークホルダーに伝えてきました。特

に、関心が高まりつつある気候変動対応については、気

候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に

沿ったフレームワークでの開示を進めていきます。
＊   RE100：NPOのThe Climate GroupとCDPによる、事業運営に使用す
る電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企
業が参加するグローバルなイニシアチブ。

気候変動

ソニーの再生可能エネルギー導入の取り組み

2018年9月
RE100加盟 環境負荷ゼロ

2010 2020

2000年度　
グリーン電力証書システム創設に参加、
日本最大規模の証書導入企業に

2008年度　
欧州自社オペレーション
で再エネ電力100%達成

2015年度　
Green Management 2020 策定
再エネ導入によるCO2削減貢献量
30万t-CO2目標設定

2030年度目標
全世界自社オペレーション 
再エネ電力30%
北米自社オペレーションで
再エネ電力100%

2040年度目標
全世界自社オペレーション 
再エネ電力100%

2015 2030 2040

2050

資源循環

　ソニーは、事業活動および製品のライフサイクルを通

して、「投入資源の最小化」および「再資源化の最大化」

を促進する取り組みを行っています。また、ソニーが独自

に定める「重視する資源」については、新規に投入する材

料の利用量ゼロを目指しています。

　製品においては、幅広いカテゴリーで製品と包装の小

型軽量化と再生材の導入を推進しています。具体例とし

て、ソニーは難燃性再生プラスチックSORPLAS™を

2011年に独自に開発したほか、2008年度から2018年度

の累積で再生プラスチックを約18万t採用しています＊。

　また、品質や耐久性の向上などに取り組み、製品の長

寿命化も推進しています。さらに、リサイクル容易性設計

を採用しリサイクルしやすくするとともに、日本・欧米や

アジア各国を含む多くの国と地域で、使用済み製品の再

資源化をリサイクル事業者との協業で推進しています。

　事業所では、製造時の資源の使用効率を高めるとと

もに、例えば、部品が供給される際に使われるコンテナ

を繰り返し使用できる通い箱にするなど、廃棄物の最小

化を推進し、2020年度までに廃棄物の埋め立てを1%以

下にすることを目指しています。2018年度の事業所での

廃棄物埋め立て率は3.1%でした。
＊   再生プラスチックの使用量は、混合するバージンプラスチックや添加剤
なども含むグロス値です。

環境＞事業所＞事業所についての環境中期目標
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/site/
performance.html

環境＞製品・サービス＞製品・サービスについての環境中期目標
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/products/
performance.html

環境＞製品リサイクル＞製品リサイクルに対する方針と実績
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/recycle/
performance.html

2019年に稼働した太陽光発電設備（ソニーセミコンダクタマニュファク
チャリング 熊本テクノロジーセンター）

価値創造の基盤
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ゲーム＆ネットワークサービス

事業のありたい姿

To Be “The Best Place to Play” 「最高の遊び場」を実現する

事業の強み

●  25年間の着実な投資および買収などの結果、世界各地
にスタジオや主要なフランチャイズを持ち、世界中の
ユーザーにオリジナルのコンテンツIPを提供

●  ユーザーからの信頼と、クリエイターへの技術・ノウハウの
共有を通じて培った「プレイステーション」のブランド力

●  ユーザーとクリエイターをつなぐ強固なゲームコミュニ
ティの確立

●  デバイスや技術、ビジネスモデルを組み合わせたEnd 
to Endの企画開発力と世界的な販売力

創出価値

注目する社会・技術変化

●  これまでにないコンテンツへの要求の高まりと、ネット
ワークによる人とのつながり方のイノベーション

●  ゲームの楽しみ方やコンテンツのアクセス方法の多様化
●  ハードウェアの進化やオープンイノベーションの普及
●  エコシステム構築やプラットフォーム確立における異業種
プレイヤーとの競合

●  データ量の増加とデータ分析の進化

以下の製品・サービスに関する企画、開発、販売を行っています。

•  「プレイステーション」に関するハードウェア、ソフトウェア、コン
テンツ、ネットワークサービス

•  「toio™（トイオ）」およびソフトウェア、コンテンツ

主な事業会社
Sony Interactive Entertainment LLC
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
Sony Interactive Entertainment Europe Limited

新しい体験、豊かな経験、多様なコミュニケーションができる、「最高の遊び場」を

提供し続けます。そして、ユーザーとクリエイターとのインタラクティブなつながりが

実感できるフィールドを創造します。

感動体験で
人の心を豊かにする1

プラットフォームの提供を通じて、クリエイターが自身の創造性や革新性を存分に

発揮し、世界に届けられる環境を生み出し続けます。
クリエイターの
夢の実現を支える2

事業別の価値創造
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戦略のポイント

戦略の背景
　ゲーム＆ネットワークサービス分野は、ユーザーやクリ

エイターに近づくという、ソニーの経営方針を象徴する事

業と言えます。「プレイステーション」プラットフォームは、最

先端の表現を可能とし、開発ライブラリーやノウハウを提

供することで、クリエイターの創造性発揮を促進・加速さ

せます。ユーザーに対しては、DTCサービスを充実すると

ともに、ゲームのプレイデータやネットワークサービスの利

用動向などを通じて、動機に近づきます。

　「プレイステーション 4」（PS4Ⓡ）の累計販売台数は

9,680万台＊を達成し、「プレイステーション ネットワーク」

（PSNSM）の月間アクティブユーザーは9,400万＊を超え

ています。さらに、有料会員サービス「プレイステーション 

プラス」（PS Plus）はPS4Ⓡ発売以来、順調に会員数を

伸ばし、有料会員数は3,640万人＊に達しました。これら

のデータを見ても、世界有数のゲームエコシステム、ネッ

トワークプラットフォームとなっており、今後、この成長基

盤を次なるステージに向けて、最大限に活用することが

重要です。

　今後も、引き続き、PCオンラインゲームや異業種における

プレイヤーとの競合激化が予想されますが、コンテンツIPの

さらなる強化に向けた積極的な投資、ブランド価値の向上、

ユーザーエンゲージメントおよびコミュニティの醸成を促進

することで、ユーザーに近づくDTCサービスの強化を進め、

「プレイステーション」プラットフォームの革新・進化を図って

いくことが成長戦略の基本となると考えています。

＊2019年3月末時点

戦略の方向性
　コンテンツIP強化の面では、プレイステーション専用タ

イトルの充実と展開を加速します。自社開発やパートナー

各社の協力により、PS4Ⓡのソフトウェアタイトルの販売は

拡大が続いており、引き続き魅力的なコンテンツのライン

アップ拡充を図ります。ユーザーへの販売の面では、今後

もコンソールの拡販は進めるものの、重要なのはすでに

資産となっているユーザー層を梃子に収益機会の拡大

を図ることです。さまざまなネットワークサービスの充実

を通じ、リカーリング収益のさらなる成長を目指します。

　こうした戦略を推進する中で、これまで以上に重視する

のがユーザーエンゲージメントの強化です。さまざまな種

類、ゲーム形態に対応したコンテンツを提供し、VRなどユ

ニークかつ豊かなインタラクティブ体験の提供を進化させ

ながら、UX（ユーザーが得られる経験）や使い勝手の向上

と、データ分析の活用を強化していきます。また、既存およ

び新規パートナーシップを活用しながら成長を促し、さら

なる規模拡大を実現することも重要と考えています。

　収益計画としては、これまで獲得してきた「プレイステー

ション」プラットフォームの好循環を加速し、力強い成長を

目指します。これは、アクティブユーザーやプレイ時間の増

加、ネットワークサービスの充実、コンテンツIPの強化によっ

て、数ある選択肢の中からプラットフォームとして選んでい

ただくというもので、アクティブユーザーの増大、リテンショ

ンの強化、キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短期

化などを果たし、キャッシュ・フローの拡大を図る計画です。

　なお、過去の「プレイステーション」では、次世代機の

開発時に多額の投資を計上してきましたが、今後はこう

したライフサイクルの転換時における利益変動幅を大幅

に縮小させ、利益構造を安定化させていく方針です。

2018年度の成果

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

PS4Ⓡ累計販売台数 9,680万台＊1達成

PSNSMの月間アクティブ
ユーザー 9,400万以上＊1

PS4Ⓡコンソールからの
総利用額 200億ドル以上＊2

PS Plusの有料会員数 3,640万人＊1

●  音楽事業との協働による、自社ソフトウェアタイト
ル向けオリジナル音楽の制作およびアーティストを
用いたVRコンテンツの制作

●  映画事業とのコンテンツIPを用いたコラボレーション
（PlayStation Productions）および共通IPを通じ
たマーケティングコラボレーション

売上高

2016 2017 2018（年度）
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19,438
16,498

＊1 2019年3月末時点
＊2  2018年度。PS4Ⓡコンソールを通じて購入されたソフトウェア、
周辺機器などの総額
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音楽

音楽制作では、音楽コンテンツの販売やアーティスト支援サービス
などの展開、音楽出版では、作詞家・作曲家に代わって楽曲の詞・曲
の管理やライセンスを行っています。映像メディア・プラットフォーム
では、音楽制作に加え、映像やアニメーション、ゲーム、イベントな
どの制作・サービス提供を行っています。

主な事業会社
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
Sony Music Entertainment
Sony/ATV Music Publishing LLC

事業のありたい姿

•  音楽制作では、ファンとのつながりを提供しながらアーティストの多様なニーズにフレキシブルに対応
できる360度のサービス展開を行い、アーティストを中心に据えたアーティスト・社員にフレンドリーな
会社を目指す
•  音楽セグメント全体では、新人アーティスト、作詞家・作曲家の発掘、育成、ストリーミングやライセン
スにおける収益最適化、リアルタイムで透明性の高いロイヤリティ分配に重点を置くことで、業界で最
高のサービスを提供する会社であり続ける
•  ソニーグループ内の連携を強化しながら、テクノロジーを駆使したソニーならではのユニークな質の高
い複合的なエンタテインメントを創出

事業の強み

●  クリエイティブコンテンツの成長・拡大に向けた、データ解
析技術・マーケティング力、A&R＊1における豊富な専門性
（2018年市場シェア世界第2位＊2）

●  充実したコンテンツIP（売上世界第1位＊2）

●  多様なエンタテインメント事業を行うグループ会社とのシナジー
●  A&Rによる新たなタレント発掘や作詞家・作曲家の育成、
ライセンスを通じた著作権の最大活用、グローバル規模
の管理・ロイヤリティにかかわるインフラ、あらゆるジャン
ル・世代の音楽をカバーする充実した音楽カタログ

 ＊1  アーティストとレパートリー（楽曲）に関する全ての責任を持つ役割
 ＊2 ソニー調べ

創出価値

注目する社会・技術変化

●  言語・ジャンル・国籍の垣根を越えた、多様なコンテンツが
あふれる社会

●  常に変化する趣向に合致したコンテンツに出会い、楽し
みたいという欲求の高まり

●  デジタル化によるユーザーへのデリバリー方法の変化と、
著作権管理改革の必要性増大

●  参入障壁の低減や業界内プレイヤーの変化、競争激化

人々が興奮・熱中・高揚・癒しなどを感じられ、心が豊かになるコンテンツを、アー

ティスト、作詞家・作曲家とともに生み出し、言語や国籍、文化の垣根を越え、世界

観や体験、意見を共有できる良質な場をつくります。

感動体験で
人の心を豊かにする1

アーティストを長期的・グローバルな視座で発掘・育成し、多様な分野・メディア・プ

ラットフォームで創作できる機会を提供します。また、アーティスト、作詞家・作曲家

の権利を保護し、正当な評価を得られる環境を整備します。

クリエイターの
夢の実現を支える2
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＊  EMI合算通年ベース

戦略のポイント

戦略の背景
　音楽は、人に最も近いエンタテインメントのひとつです。

世相・社会を反映するだけでなく、社会をつくるものでも

あります。良質な音楽を楽しみたいという欲求は、人間の

本質的なものであり、ライフスタイルがさらに多様化する

今後、ますます大切なコンテンツとなってきます。

　コンテンツの触れ方・楽しみ方は、刻々と変化します。

ユーザーへのディストリビューション方法としても、CDな

どのパッケージから、ダウンロード、ストリーミングという

変遷をたどってきましたが、コンテンツの価値は不変です。

さらに、1つのコンテンツや1人のアーティストが活躍する

舞台は単一分野にとどまらず、音楽、映像、ゲームなど複

合的な広がりを見せ、ますますコンテンツIPの重要性が増

してきています。一方、これをアーティストや作詞家・作曲

家の側からとらえると、一層複雑化するコンテンツ管理・

権利の保護が喫緊の課題となっています。

　こうした環境下、音楽制作、音楽出版、映像メディア・プ

ラットフォーム（アニメ・映像・モバイルゲームなど）というド

メインを有するソニーは、音楽分野を重要な領域と位置

づけています。グループシナジーと技術を生かし、アーティ

ストとユーザーそれぞれに近づき、コンテンツIPを強化し、

成長を加速していく方針です。

戦略の方向性
　音楽制作では、ストリーミング時代のクリエイティブ戦

略として、ストリーミングに強いジャンルのアーティスト

との契約強化やローカルアーティストの発掘強化に取り

組みます。新興国市場の強化を進めるとともに、2015年

に完全子会社化したオーチャードを通じてインディーズ

レーベルやアーティスト強化を図ります。加えて、コンテ

ンツIPの付加価値向上に向け、アーティストへのソリュー

ションサービス強化や、M&Aなどを通じた周辺ビジネス

の拡大を行っていきます。

　音楽出版では、他に類のない水準のサービスを提供し

続けることにより、作詞家・作曲家から選ばれ続けるこ

とを、第一義の戦略とします。作詞家・作曲家と協働し、

キャリア開拓を担うA&Rの専門性を生かし、最高の才能

を惹きつけ保持するとともに、サービスに重点を置いた

世界有数のライセンス組織を活用し、ライセンス料最大

化を目指します。さらに、最先端のロイヤリティポータル

や透明性・リアルタイム性を実現した「SCORE」というロ

イヤリティ管理アプリをはじめ、独自技術の開発を続け

ます。地域の面では、中国、インド、ラテンアメリカなど

の新興市場でのプレゼンス拡大にも注力し、現地での

パートナーシップを強化することで新興市場の才能にア

クセスしていきます。また、こうした取り組みを加速する

ためにも、ソニーグループでのシナジー創出を重視して

いく考えです。

　映像メディア・プラットフォームでは、ヒットの創出と最

大化に向け、音楽／アニメのコンテンツIP強化を図ると

同時に、コンテンツIPの多面的展開を加速します。大ヒッ

トを収めている「Fateシリーズ」に代表される、モバイル

ゲーム、アニメーションTV放映、映画、映像パッケージ、

音楽ライブイベントなどの多様な顧客接点を強化し、コ

ンテンツポートフォリオを構築していきます。市場として

も、日本、アジアに加え、海外展開を強化していきます。

2018年度の成果

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

音楽制作／出版合計の
ストリーミング売上成長

+16％＊

(前年度比)

●  昨年11月、3回目の開催となる「Lost In Musicキャン
ペーン」を4カ月にわたりニューヨーク市で開催。来場
者は、最先端の音楽テクノロジーや、ソニーグループ
のトップアーティストのライブパフォーマンスを体験

●  ソニー・インタラクティブエンタテインメントと共同
で、同社開発タイトル向けのオリジナル楽曲を開発

●  ソニー・ミュージックエンタテインメントとSony/ATV
ミュージック・パブリッシングとの協働により、事業全体の
オペレーション効率化・収益機会獲得に向けた取り組
みを推進。具体的には、両社共同でのクリエイターとの
契約締結や、連携展開、パートナーシップの効率化など

売上高及び営業収入
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8,0758,000

6,477

事業別の価値創造
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映画

カリフォルニア州カルバーシティに本社を置いてグローバルにオペ
レーションを展開し、映画作品やテレビ番組の製作・買い付け・配
給、テレビ放送ネットワークの運営、デジタルコンテンツの製作・配
給、スタジオの運営、新しいエンタテインメントやサービス、テクノロ
ジーの開発を行っています。

主な事業会社
Sony Pictures Entertainment Inc.

事業のありたい姿

世界中の人々に向けて、保有するコンテンツIPを軸に
ワールドクラスの映画やテレビ、ビデオ、モバイルゲーム用エンタテインメントをつくり、届ける

事業の強み

●  タレントをはじめ、楽曲やデータ分析、スタジオ設備、マー
ケティング、流通、そして保有コンテンツIPなどの、クリエイ
ターの映像コンテンツ制作とユーザーの視聴を支える一
貫したエコシステム

●  ソニー・ピクチャーズエンタテインメントが権利を持つ
マーベル・キャラクターをはじめ、幅広いライブラリや、フ
ランチャイズ化された認知度の高いIPなど、豊富なコン
テンツIP

●  大手制作会社としての独立性

注目する社会・技術変化

●  業界内の大規模な垂直統合
●  高速ネットワーク接続や機械学習、ハードウェアの進歩な
どによる没入体験欲求の高まり

●  AI、ネットワークの進化、スクリーンの遍在性を背景とし
た、アクセスのしやすさや、多様化する嗜好に対応するコ
ンテンツの個別性の進展

●  コンテンツ視聴・アクセス・体験方法の多様化による、「ス
トーリー」の価値と、コンテンツIPやクリエイターとの関係
性の重要性増大

創出価値

映画・テレビ番組の製作や放送ネットワーク事業を通じて、意義深い高品質なコン

テンツを届けることで、高いエンターテインメント性と感動体験の共有をもたらし

ます。そして、これによりクリエイターを含む人に近づき、世界中のオーディエンス

を大切にしていきます。

感動体験で
人の心を豊かにする1

ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは、独自の存在として、クリエイターに最高

の環境を提供しています。独立系の大型スタジオであることから、トップクリエイ

ターの生み出す質の高いコンテンツを、あらゆるプラットフォームで展開すること

を可能としており、これにより世界中のあらゆるオーディエンスに最大限の効果を

もたらしています。

クリエイターの
夢の実現を支える2
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戦略のポイント

戦略の背景
　映画業界では、かつてないほどの急速な構造的変化

が起こっています。ハイテク大手企業は豊富な経営資源

を活用してコンテンツの増強を続ける一方、これらの企

業との競争に向け既存の映画会社は規模拡大に向けた

統合と、それぞれのエコシステム構築を進めています。

　こうした市場変化の中で新たな成長機会を獲得して

いくため、ソニーでは強靭で機動的な組織を目指し、事

業構造全体の大幅な変革を行いました。また、コストコン

トロールとリスク管理を通じ、財務規律の強化にも努め

ています。

　ソニーは今後、独立系の強みとタレントとの関係性を

維持し、有力サービスにコンテンツを供給し続けていき

ます。これにより、業界内の一流クリエイターが求める創

作の自由と、独自IPを活用したコンテンツ価値の最大化

を図っていく考えです。

戦略の方向性
　こうした新たな環境のもと、ソニーの成長戦略は以下

の4つを柱としています。

　1. 充実したIPの活用

　2. 独立系スタジオとしての強み

　3. 豊富なコンテンツライブラリ

　4. ソニーグループでのシナジー創出

　まず、「充実したIPの活用」としては、全てのプラット

フォームに対して全方位的な収益化が期待できるサステ

ナブルなIPを展開していきます。主要な映画フランチャ

イズとテレビ関連IPに加え、ソニー・ピクチャーズエンタ

テインメントが権利を持つ「スパイダーマン」関連の900

を超えるマーベル・キャラクターを活用し、さまざまなプ

ラットフォームに拡大していきます。

　次に、「独立系スタジオとしての強み」を生かし、一流

のタレントを起用し、世界中の視聴者に向けて質の高い

コンテンツを制作していきます。また、個別の動画配信

サービスやネットワークプラットフォームに制約されてい

ないため、コンテンツをあらゆるプラットフォームで展開

し、最大限のインパクトをもたらすことができます。

　「豊富なコンテンツライブラリ」では、各スタジオの合併と

各社のストリーミングサービスにより、プレミアムコンテン

ツの需要が増してきていることを踏まえ、映画・テレビ番組

の幅広いコンテンツライブラリを収益につなげていきます。

　「ソニーグループでのシナジー創出」としては、音楽、

ゲーム、エレクトロニクス、テクノロジーを扱うソニーグ

ループの一員としての優位性を最大限に活用し、各社と

の連携を積極的に推進していきます。

2018年度の成果

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

2018年米国劇場
興行収入市場シェア

事業効率改善プログラム
「Reimagine SPE」による
コスト削減効果

●  「シンデレラ」を題材に、ソニー・ミュージックの所属
アーティスト、カミラ・カベロを主演に起用した音楽
色の強い映画作品を製作

●  ソニー・インタラクティブエンタテインメントが、ゲーム
関連IPを活用した映画・テレビプロジェクトの開発・
製作チーム（PlayStation Productions）をソニー・
ピクチャーズエンタテインメントの拠点内に発足

売上高及び営業収入

2016 2017 2018（年度）
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9,86910,111
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11％＊

150億円／年

＊ソニー調べ

事業別の価値創造
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エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

事業のありたい姿

• 顧客、社会、我々自身をわくわくさせ、新しいライフスタイルと文化を創造し続ける
• 「感動」をもたらす音と映像の世界を、技術の力と創造性によって実現し、価値ある体験を提供し続ける
• 好きを極めたい人々に想像を超えたエクスペリエンスを

事業の強み

●  映像・音・通信に関する差異化された技術資産と技術プ
ラットフォーム（光源からディスプレイまでを包含するコア技術
「Light to Display」技術など）

●  グループ内エンタテインメント事業との協働によるクリエ
イター本位の製品設計・開発インフラ

●  グループ事業会社間の開発・生産・物流・販売を一気通貫
でマネジメントする体制

創出価値

注目する社会・技術変化

●  映像や音に求める価値の高度化・多様化（ハイエンド、リアル
タイム、リアリティ）

●  クリエイターの大衆化と、コンテンツや感動体験の共有
ニーズの高まり

●  IoT、通信技術の進化にともなう、製品付加価値やユー
ザー価値の変革

●  技術・製品における陳腐化・コモディティ化のスピード
上昇

以下の製品・サービスに関する設計・開発／製造／販売およびこれら
に関連・付帯する事業を行っています。
イメージング・プロダクツ＆ソリューション（IP&S）：コンスーマーカメ
ラ、業務用製品、医療機器および関連ソリューション
ホームエンタテインメント＆サウンド（HE&S）：テレビ、オーディオ機器
など
モバイル・コミュニケーション（MC）：携帯電話およびインターネット関
連サービス

主な事業会社
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社
ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ株式会社
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

リアリティを追求した高品位な映像・音を実現し、通信技術を駆使してユーザーと

クリエイターをつなぎます。これにより、ユーザーが良質なコンテンツを楽しみ、多

彩で新しい世界を体感・没入・共有できる環境をつくります。

感動体験で
人の心を豊かにする1

クリエイターが求める表現を可能とし、その時間価値の最大化にも貢献できる製

品・サービス・空間を提供することで、クリエイターの創造性発揮と自己実現達成を

支えます。

クリエイターの
夢の実現を支える2

健康で安心して暮らし、感動に満ちた毎日が享受できる社会づくりに向け、医療や

セキュリティにおける社会システム・産業の進歩に貢献します。
世の中に
安心・安全を提供する3
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戦略のポイント

戦略の背景
　近年のソニーのエレクトロニクス領域では、感動を届

ける映像や音という得意分野に集中し、それらの強みを

生かせる通信分野での展開を行ってきました。第一次、

第二次中期経営計画では、分社化や構造改革を通じて

各分野の収益性強化・高付加価値化を果たし、ソニーグ

ループの安定収益基盤として生まれ変わることができま

した。

　映像や音を楽しむという根源的な欲求が、ますます多

彩かつ高度になる環境で、今後は、映像・音にかかわる

差異化された技術資産を生かして、感動創出に向けた

「リアリティ」と「リアルタイム」を重視した事業展開を進

め、安定的な成長を図る方針です。

戦略の方向性
　2019年4月に、イメージング・プロダクツ＆ソリュー

ション（IP&S）分野、ホームエンタテインメント＆サウンド

（HE&S）分野、モバイル・コミュニケーション（MC）分野

をエレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション（EP&S）

分野として統合し、一貫したマネジメント体制を敷きま

した。統合後も、各事業個社の財務規律と結果に対する

責任をそれぞれが全うすることは大前提です。そのうえ

で、テクノロジーによる個社の枠組みを超えた新たな顧

客価値を創造すること、オペレーションによる取りこぼし

撲滅・伸びしろ最大化に取り組みます。分野別の戦略は

以下のとおりです。

　IP&Sでは、「Light to Display」技術プラットフォーム

を生かして製品の差異化を追求することで、顧客のリア

ルタイムベネフィットを提供していきます。例えば、カメラ

事業では引き続きフルサイズ一眼カメラ市場でのNo.1

を目指すほか、放送局などのB2B向け事業では引き続き

競争力のある製品群の充実を図ります。また、メディカル

事業では中長期的な視点で、外科イメージングとライフ

サイエンス領域を中心にビジネスの拡大をさらに進めて

いきます。

　HE&Sでは、テレビ事業にて最高画音質・デザイン・使

いやすさを追求するという製品開発の方向性を継続しな

がら、業界トレンドを上回る平均インチサイズを実現し、

プレミアム4K市場を牽引していきます。ビデオ＆サウンド

関連では、ヘッドホンやホームスピーカーといった成長領

域での製品力強化と売上拡大、360 Reality Audioの導

入による新しい音楽体験の実現に取り組みます。

　MCでは、スマートフォンにおける事業構造変革を着実

に進めることと並行して、ソニーグループの先端技術を

結集した製品力の強化に徹底的に取り組みます。安定的

な顧客基盤と収益計上を続ける通信事業では、5G社会

に向けたサービス基盤の充実やIoTサービスへの進化を

目指します。

　第三次中期経営計画の中でEP&S分野は、安定収益事

業としての役割を担います。高付加価値を軸とした商品

力の強化、成長分野への集中、一気通貫オペレーションの

強化により、安定的・継続的にキャッシュ・フローを創出し

ていきます。投資については、リアリティ・リアルタイム、人

に近づくといった分野に経営資源を集中投下します。

※当該数値は参考情報です

2018年度の成果

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

営業CF+投資CF＊ 895億円

モバイル事業
オペレーション費用

約17%減少
(前年度比)

●  ラージ・ディスプレイ・ソリューション：コンスーマーか
らB2Bまでを含め、大画面による新・映像体験を提供

●  パーソナル・エンタテインメント・ソリューション：サウン
ドと通信機能の融合による新たな顧客価値の創出

●  5Gソリューション：さまざまなアプリケーションにお
けるリアルタイムベネフィットを追求

●  xRソリューション：ソニーグループの総合力を生かし
た新たな映像表現／ VRコンテンツを創出

売上高及び営業収入
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23,765

＊ P.6の注記をご参照ください。

事業別の価値創造
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イメージング＆センシング・ソリューション

事業のありたい姿

世界No.1のイメージング＆センシングテクノロジーと世界No.1の開発・製造オペレーションで、
人や機械の視覚・認識機能を究極に高め、さまざまなソリューションを展開し、
世の中の安心・安全な社会づくりに貢献する

事業の強み

●  高精度、高感度、多画素、高速撮像などを実現する、
CMOSイメージセンサーにかかわる高い技術力

 （2018年度金額シェアNo.1＊）

●  各アプリケーションでの優良な顧客基盤
●  ハイエンドに強みを持つソニーグループ内事業との協
働・シナジー機会

 ＊ソニー調べ

創出価値

注目する社会・技術変化

●  より快適さ、心地よさ、効率のよさを求める社会的ニーズ
●  AI、IoTの進化を背景とした、高度な認識技術の重要性
増大

●  自動化・自律化による産業のスマート化やリアルタイム
化の進展

●  半導体業界の競争激化、プレイヤーの再編と、ユース
ケースの多様化・拡大

CMOSイメージセンサーをはじめ、各種LSI、レーザー、ディスプレイ

デバイスなどの半導体デバイス事業を展開。開発・設計・製造が一

体となることで、多様化するニーズに応えています。

主な事業会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
ソニーLSIデザイン株式会社

最先端の2D&3Dイメージング技術が生む、リアリティとリアルタイム性あふれるコ

ミュニケーションや、快適さ・楽しさの提供を実現。ユーザーが感動し、喜びを共有

できる機会を創出します。

感動体験で
人の心を豊かにする1

イメージング＆センシングを活用したデータ提供を通じて、さまざまな産業におけ

る新たなユースケース創出やエコシステム創造を支援・牽引します。
クリエイターの
夢の実現を支える2

人間の眼や認識能力を超える機能を通じて、危険の予知やリスク計測、高い効率

性などを実現し、心の豊かさの基盤となる、安心・安全な社会づくりを目指します。
世の中に
安心・安全を提供する3
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戦略のポイント

戦略の背景
　イメージング＆センシング領域は、画像・映像がもたら

す感動創出や、ユーザーの動機の認識・解析に不可欠で、

「人に近づく」を具現化する技術分野でもあります。

　イメージセンサー市場は拡大傾向にあり、市場の牽引

役であるモバイル領域では多眼化、大判化およびセンシ

ングを中心に拡大し、AV領域では高付加価値市場が成

長しています。AIやIoTの進展にともない、車載用途や

FA、セキュリティなどの新規領域でも市場拡大が続いて

います。スマートフォン普及率の成熟による短期的な伸

び率鈍化は考えられるものの、今後も社会・産業におけ

るイメージセンサーの重要性はさらに増していくと見込

まれます。

戦略の方向性
　こうした中、ソニーのイメージング＆センシング・ソ

リューション分野では、引き続きイメージセンサーに注力

します。基本戦略として、優位性のあるイメージング＆セ

ンシング技術の一層の進化を図り、各領域での成長を実

現するとともに、さまざまな産業における協業、M&Aな

どを通じ、新たなユースケース創出を目指します。

　具体的には、ハードウェアとソフトウェア両輪での成長

を目指していきます。

　ハードウェアについては、中期的にはCMOSイメージ

センサーの旺盛な需要に対応し積極的に投資を行い、

CMOSイメージセンサーにおけるイメージング用途の世

界No.1を維持すると同時に、センシング用途でも世界

No.1を目指します。

　ソフトウェアについては、将来的な姿として、エッジAI

処理を組み入れ、センサーハードウェアとの融合を図り

ながら、リカーリング収益モデルを追求していきます。そ

のためにまずは、ソフトウェア戦略・パートナー戦略の検

討と具体化を進めていきます。

　CMOSイメージセンサーとAIの組み合わせには、さま

ざまな可能性があります。イメージングとAIを組み合わ

せることにより、さらなる画質の向上が可能となります。

また、センシングとAIを組み合わせることにより、これま

で実現できなかったアプリケーション側での認識や、マシ

ンビジョンなど、無限の可能性が広がります。

　ソニーは、CMOSイメージセンサーのハードウェアにこ

のようなエッジAIを搭載するための、さまざまな技術を

確立しており、CMOSイメージセンサーのリアルタイム

化・インテリジェント化に向け、優位性を確保していま

す。ソニーの持つ、Cu-Cu接続を用いた積層技術は、画

素部とロジック部のインテグレーションの自由度を高め、

CMOSイメージセンサーの将来の可能性を大きく広げる

ことを可能にします。

　収益面では、引き続き収益ドライバーであるモバイル

領域において、環境変化への対応力を高めることで収

益最大化を図ります。同時に、センシングや車載などの

新規領域における新製品開発や技術開発に経営資源を

投下し、収益貢献を目指します。投資については、イメー

ジセンサー事業の技術の優位性を維持・強化するため、

継続的に研究開発と設備投資を行っていきます。

＊ソニー調べ

※当該数値は参考情報です

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

イメージセンサー金額シェア 51%＊

イメージセンサー設備投資額 1,289億円

●  ソニーグループ内のデジタル一眼カメラやモバイル、
ロボティクスなど、商品開発段階からの積極的な協
業と、先進イメージセンサーの開発、提供

●  ソニー・ピクチャーズエンタテインメントのソニー・イ
ノベーション・スタジオとの、距離画像センサーを使
用した新たな映画製作手法の検討

売上高及び営業収入
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2018年度の成果

事業別の価値創造
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金融

事業のありたい姿

お客様一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品・サービスとテクノロジーの力で
感動を生み出し、最も信頼される金融サービスグループになる

事業の強み

●  お客様とダイレクトに接し、一人ひとりに合わせたアドバ
イス、商品・サービスを提案する力

●  高品質な商品・サービスを合理的な価格で提供できる
事業基盤
   （ソニー生命：保有契約高49.5兆円＊1、ソニー損保：元受正味保険料
1,121億円＊2、ソニー銀行：リテールバランス4.2兆円＊3）

●  満足度の高い商品開発・サービス提供を可能にするグ
ループ連携も含めたテクノロジーおよびデータの活用

＊1 個人保険および個人年金保険の合計。2019年3月末時点　＊2 2018年度　
＊3 円預金、外貨預金、投資信託、金融商品仲介、一任勘定媒介、個人ローンの合算。2019年3月末時点

創出価値

注目する社会・技術変化

●  低金利や金融規制、お客様本位の業務運営、キャッシュ
レス社会の進展など、金融を取り巻く環境の変化

●  コト消費やシェアリングエコノミーなどの消費構造の変化
●  フィンテックやブロックチェーンの進化、AI・データ社会
の到来

●  自動車分野における安全支援装置や自動運転の進化

主に、日本市場において生命保険、損害保険、銀行や介護などの事

業を展開し、お客様一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品と

サービスを提供しています。

主な事業会社
ソニー生命保険株式会社
ソニー損害保険株式会社
ソニー銀行株式会社

経済的保障の提供や資産形成・運用の促進、健康増進により、人々が心豊かに暮ら

せる社会の実現に貢献します。さらに、金融サービスへのアクセス改善と金融イノ

ベーションの推進によって、生活の利便性を向上します。

感動体験で
人の心を豊かにする1

夢を持ったお客様や価値創造を進める企業に対し、それぞれの金融面の基盤を支

えることで、その実現をサポートします。
クリエイターの
夢の実現を支える2

さまざまな情報を活用した、適切なアドバイスと商品・サービスを通じ、一人ひとり

の人生をサポートします。また、契約手続きや事故対応サービスなどにより安心を

提供するとともに、安全な次世代モビリティ社会に貢献します。

世の中に
安心・安全を提供する3
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戦略のポイント

戦略の背景
　日本の金融市場は、人口減少や少子高齢化・長寿化、

低金利の継続などを背景に、中長期的に市場規模の縮

小や収益マージンの低下、競争激化が予想されます。ま

た、フィンテックの急速な進展やAI技術の普及といった

技術革新によって、金融業界への異業種参入が進んでい

ます。加えて、フィデューシャリー・デューティー＊4の意識

が金融機関経営において一層高まっています。

　ソニーフィナンシャルグループは、誕生時より従来の金

融機関と異なるビジネスモデルを追求し、一人ひとりの

ニーズを満たす差異化によって付加価値の高い商品と

サービスを提供してきました。安心・安全な社会づくりに

向け、グループ会社間の連携をより一層強め、一人ひと

りに合わせた提案をさらに推し進めることが重要だと認

識しています。今後も各社の強みを生かしながら、シナ

ジー創出とさらなる業容拡大によって持続的な成長を目

指します。

戦略の方向性
　ソニーフィナンシャルグループが策定した中期経営計

画では、新たな成長への挑戦をテーマに、既存ビジネスモ

デルによるオーガニック成長に加え、10年超の長期視点

で起こる変革を機会とするため、次の成長につながる布

石を打つ期間としています。

　オーガニック成長については、お客様本位の業務運営

のもと、①ライフプランナーによるコンサルティングセール

ス・フォローのさらなる強化やお客様満足度の向上、②自

動車保険の成長持続や損害保険種目ポートフォリオの多

様化、③外貨預金・住宅ローンの強化、④介護事業の確実

な立ち上がり、といった重点戦略を推し進めます。

　次なる成長に向けた新たな取り組みとしては、AI技術

やグループ内外連携をコアに、グループ各社でフィンテッ

クへの取り組みを加速していきます。さらに、2018年に設

立したベンチャーキャピタルによる投資を通じて、財務リ

ターンの獲得と新規事業の創出を図るとともに、グループ

内連携の強化やM&A・アライアンスを進める計画です。

　以上の取り組みにより、グループ中核3事業ともに業

容拡大が継続する見込みです。今後の新たな成長に向け

て、事業会社間のシナジー創出を生み出し、「お客様一人

ひとりに合わせた商品・サービスを提供する」というコアコ

ンピタンスを強化していくことが重点課題です。ソニーフィ

ナンシャルグループは「お客様本位」と「変革への対応」を

強く意識した戦略を進め、グループシナジー創出を加速

し、従来の金融機関では提供できない付加価値の高い魅

力的な商品とサービスで、お客様の金融行動全般をサ

ポートしていきます。

＊4  他者の信認に応えるべく、一定の任務を遂行する者が負うべき幅広
いさまざまな役割・責任

2018年度の成果

事業の枠組みを超えた新たな顧客価値の創造

営業利益 1,615億円

ソニー生命：
過去最高の新契約高

6.15兆円
（前年度比16%増）

ソニー損保：ダイレクト
自動車保険で初めて保有契約 200万件＊1突破

ソニー銀行：住宅ローンの
顧客満足度ランキング 1位＊2獲得（9年連続）

●  ソニー損保が開発中のAI解析技術などによる新し
いPHYD型＊テレマティクス保険において、ソニーの
R&Dセンターと協働

●  ソニー銀行の子会社であるソニーペイメントサービ
スが、ソニーの子会社であるみんなのタクシー株式
会社のタクシー配車サービスに決済代行サービスを
提供

＊運転行動連動型（Pay How You Drive）

金融ビジネス収入

2016 2017 2018（年度）
0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

（億円）

12,82512,284
10,875

＊1 2019年3月末時点
＊2 2019年 オリコン顧客満足度Ⓡ調査 住宅ローン

事業別の価値創造
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ソニーにとってのガバナンスとは

　ソニーの歴史は、展開する事業や地域、さらには資金調

達の方法が多様化していく中、いかに効果的にグループ

を経営していくかを考え続け、ガバナンスを進化させてき

た歴史でもあります。その経緯から、ソニーにとってのコー

ポレート・ガバナンスは、単に法律上の要請や社会のトレ

ンドに対応するものではなく、中長期的な企業価値の向

上を目指した経営を推進するための基盤であり、極めて

重要なものととらえています。

　ソニーのPurpose（存在意義）を実現し、企業としてサ

ステナブルな成長を果たしていくために、現在は、「経営

の客観性と透明性・健全性の確保」と「迅速な意思決定の

実現」をテーマに効果的なグループ経営の実現に継続的

に取り組んでいます。

　執行と監督を明確に分離し、取締役会の独立性と監督

機関としての機能を強化し、経営の客観性と透明性・健全

性を確保するとともに、業務遂行に関する権限を取締役

会から経営陣に対して大幅に委譲することにより、迅速な

意思決定の実現を可能にしています。

　ステークホルダーの皆様からのさらなる信頼を得るた

めにも、優れたガバナンスの仕組みの重要性が、ますます

高まっています。これからも、ガバナンスのさらなる強化に

取り組んでいきます。

ソニーのモニタリング型ガバナンスモデル－執行と監督の分離

コーポレート・ガバナンス

● 指名委員会等設置会社制度を採用（2003年以降）
● 取締役会において、13名中10名が社外取締役
● 取締役会議長および各委員会議長には社外取締役を選定
●  社外取締役に対して独自の独立性要件と再任回数制限＊1

＊1   原則として再任は5回まで。それ以降は、指名委員会決議に加えて全取
締役の同意を要件として、8回を上限に例外的に再任を認める。

取締役会は、経営の基本方針を決定する権限を有しつつ、業
務執行に関しては経営陣に対して大幅に権限委譲すること
で、経営のスピードを確保している。

ガバナンスのキーは健全な緊張関係
　実効性の高いガバナンスのため、ソニーでは、取締役

会と経営陣の間における健全な緊張関係を重視してお

り、その観点から、監督機能を担う取締役会と、業務執

行機能を担う経営陣とを明確に分離しています。

　取締役会が、各委員会を活用しながら、主に経営の基

本方針をレビュー、承認し、その進捗を確認するととも

に、人事権の行使も含め必要に応じて経営陣に対して是

正を促すことで監督責任を果たします。また、経営陣は、

取締役会に対して説明責任、結果責任を果たすことを旨

としています。これらが効果的に行われるよう、取締役

会においては執行側から独立した社外取締役が過半を

占め、かつ、議長も社外取締役が務めるような体制を確

保することも重要と考えています。

事業と資金調達の多様化に合わせたガバナンスの進化

1970 1980 1990 2000 2010 2020

1970 1997 2003 2005 2015
ニューヨーク証券取引所

上場
執行役員制
導入

委員会等設置会社
移行

取締役会の過半数を
社外取締役に

分社化の推進

1960年代は、ソニーに
とって、海外市場、特に米
国において、会社と製品
に対する評価が高まった
時期でした。そして1970
年、日本企業として初め
てニューヨーク証券取引
所への上場を果たし、ガ
バナンスのグローバル化
の一歩を踏み出しました。

1997年、ソニーは日本企
業として初めて執行役員
制を導入しています。そ
の狙いは、取締役会から
業務執行の機能を分離
し、取締役会は多様化す
る事業を踏まえた戦略立
案や、グループ経営に専
念する仕組みを構築する
ことでした。

2003年、ソニーは、グロー
バル、かつ、多様な事業を
営む企業グループとし
て、報酬や人事などに関
する経営の透明性を高
め、また、多様な事業ポー
トフォリオを強みにしてい
くため、改正商法下の「委
員会等設置会社＊2」に移
行しています。

ソニーの取締役会は、
2005年以降、継続して
社外取締役が過半数を
占めています。執行と監
督の分離をさらに推進す
るとともに、社外取締役
が保有する幅広い見識
や専門的知見を重要な
経営判断に生かし、取締
役会と経営陣の間の健
全な緊張関係を確保する
ことを目的としています。

個々の事業の自立性を
高めて競争力の向上に
つなげるために、2015年
より事業のさらなる分社
化を積極的に推進しまし
た。結果、現在では、主要
な事業は全て子会社で
営まれており、ソニー株
式会社は、いわゆる持株
会社に近い形になってい
ます。

● 国内音楽事業 参入

● 生命保険事業 参入 ● 海外音楽事業 参入
● 映画事業 参入

● ゲーム事業 参入
● 損害保険事業 参入

＊2 2015年に施行された改正会社法により、「指名委員会等設置会社」に名称変更。

● 銀行事業 参入
● 金融持株会社 設立 （2007年上場）

●   ネットワーク事業子会社の
完全子会社化、
医療機器事業への参入

取締役会の独立性と監督機能の強化

権限委譲
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Q1 |  副議長を経て、2019年6月から議長に就任さ
れましたが、ソニーのガバナンスをどのように
評価していますか。

　まず、ソニーについて私が感じるのは、ガバナンスの設

計に、長い期間、自ら真摯に取り組んできた企業であると

いうことです。ソニーは、指名委員会等設置会社を採用

し、取締役会の大半は社外取締役が占め、そして議長も

社外取締役が務めるなど、監督と執行の分離を志向して

います。こうした現在の構造は、半世紀以上にわたり、多

様な事業をグローバルに展開し、さまざまなステークホル

ダーと接してきた、これまでのソニーの取締役と経営陣

が自ら試行錯誤して築いてきたものにほかなりません。

　この仕組みにおいては、社外取締役による監督の実効

性確保が極めて重要です。ソニーにおいては、取締役と

経営陣が「ソニーをよりよい会社にしていきたい」という

思いを共有し、お互いに適切な関係を構築してきたこと

が奏功していると思います。例えば、吉田CEOをはじめ

とする経営陣は、取締役会に対する透明性を常に意識

し、経営課題の共有も含め、オープンな議論の土壌をつ

くってくれています。一方、社外取締役は、「ステークホル

ダー視点での中長期的な企業価値向上」というゴールを

共有しつつも、執行側と適度な緊張関係を持って監督に

取り組んでいます。そのうえで、取締役会は、経営方針や

財務戦略などに関する経営陣との議論や事業のレ

ビュー・進捗確認に相当な時間を割くことができており、

こうしたボードカルチャーがガバナンスの実効性を高め

ていると感じています。

Q2 |  ソニーの社外取締役に必要な資質については、
どのように考えていますか。

　ソニーという、事業ポートフォリオが多岐にわたるグ

ローバル企業の経営を監督するためには、大局的な視

点や会社経営に関する幅広い経験が重要と考えていま

す。また、関連業界・技術や、財務・会計・リスク管理など

の知見も必要です。しかし、一人でこれらを全てカバーす

ることは困難ですので、取締役会全体として必要な知

見・経験を備えることが不可欠になります。

　こうした観点から、2019年度には、新任の社外取締役

3名に加わってもらいました。ジェンダーや地域的な多様

性を意識するとともに、経験や資質における多様性も重

視しています。私自身も、指名委員会の議長として、継

続的に取締役構成の充実に取り組んでいきます。

Q3 |  ソニーの取締役会議長が果たす役割は、どのよ
うにとらえていますか。

　ソニーのガバナンスにおいては、社外取締役の意見が

ソニー全体の方向性に大きな影響を及ぼすことを肝に銘

じなければなりません。多様な社外取締役がさまざまな

論点について議論することは重要である一方、それぞれ

が第三者的な見解を述べる状況では、かえって経営を混

乱させる恐れがあります。中長期的な企業価値向上とい

うゴールに向けて、社外取締役の意見を収斂し、監督機

能を果たすべく、会をリードしていくことが議長の重要

な役割であると考えています。容易ではありませんが、

非常に責任のある仕事だと感じています。オープンな雰

囲気を維持し、ソニーの企業価値の向上に尽力していき

ます。

取締役会議長インタビュー

隅 修三
取締役会議長
指名委員会議長
東京海上日動火災保険株式会社　相談役
元　東京海上ホールディングス株式会社　
取締役会長
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取締役一覧 ※青色で網掛けした部分は社外取締役または非業務執行取締役

2019年7月31日現在

氏名 役職／経歴 在任年数 所属委員会／アサインメント

吉田 憲一郎 代表執行役　社長 兼 CEO 5年 指名委員

十時 裕樹 代表執行役　専務 CFO 新任 ―

隅 修三*
（取締役会議長）

東京海上日動火災保険株式会社　相談役
元　東京海上ホールディングス株式会社　取締役会長 2年 指名委員会議長

松永 和夫*
（取締役会副議長）

三菱ふそうトラック・バス株式会社　代表取締役会長
元　経済産業事務次官 5年 監査委員会議長

ティム・シャーフ
（非業務執行取締役）

Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー
元　Sony Network Entertainment International LLC　プレジデント

6年 情報セキュリティ担当

宮田 孝一* 株式会社三井住友銀行　取締役会長 5年 指名委員、報酬委員

ジョン・ルース* 元　駐日米国大使
Geodesic Capital　ファウンディング・パートナー 5年 指名委員

桜井 恵理子* ダウ・東レ株式会社　代表取締役会長・CEO 5年 報酬委員会議長

皆川 邦仁* 元　株式会社リコー　常勤監査役 2年 監査委員

岡 俊子* 株式会社岡&カンパニー　代表取締役 1年 監査委員

秋山 咲恵* 株式会社サキコーポレーション　ファウンダー 新任 監査委員

ウェンディ・ベッカー * Logitech International S.A.　社外取締役
Great Portland Estates plc　社外取締役 新任 報酬委員

畑中 好彦* アステラス製薬株式会社　代表取締役会長 新任 指名委員

＊ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。
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皆川 邦仁

ジョン・ルース

桜井 恵理子 畑中 好彦秋山 咲恵岡 俊子 ウェンディ・ベッカー

宮田 孝一隅 修三吉田 憲一郎 十時 裕樹

取締役会における資質・スキル （社外／非業務執行取締役）

11

10

7

7

4

4

2

2

グローバルビジネス

関連業界／事業

CEO・経営トップ

多様性（性別・国籍）

財務／経理

リスクマネジメント

エンジニアリング／テクノロジー

政府機関

１ 2 3 ティム・シャーフ5松永 和夫4 6 7

8 9 10 11 12 13

（単位：人）

コーポレート・ガバナンス
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ガバナンスの継続的な改善

　ソニーのガバナンスは経営体制そのものであり、その

進化の歩みに終わりはありません。その進化を促進する

一環として、ソニーでは、取締役会および各委員会の実

効性評価を2015年以降、毎年、実施しています。

　2018年度の活動を対象とした実効性評価は、2019年2

月から4月にかけて実施しました。今回の実効性評価にお

いても、評価自体の透明性や客観性の確保、および専門

的な視点からのアドバイスを得ることを目的として、国内

外のコーポレート・ガバナンスに高い知見を持つ外部専門

家による第三者評価を取得しました。外部専門家による

第三者評価の結果として、ソニーの取締役会は、取締役の

自己評価、日本・欧米のグローバル企業との比較などの諸

点から、高く評価されるべき構成および運営がなされてい

る旨の報告を受けました。この報告内容を踏まえて、取締

役会において、取締役会および各委員会の実効性は十分

に確保されていることをあらためて確認しました。

　なお、当該外部専門家からは、取締役会・各委員会の実

効性をさらに高めるために、他社事例も踏まえて、今後検

討対象となりうるいくつかの視点も例示されました。

　ソニーは、企業価値向上を目指した経営をさらに推進

すべく、今回の評価結果と各取締役から提示された多様

な意見や外部専門家から例示された視点も踏まえて、継

続的に取締役会および各委員会の機能向上に取り組ん

でいきます。

取締役会・委員会の1年間の流れ
 ■ 取締役会・委員会の開催日

6 月 10 月 1 月 4月

取
締
役
会

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

取締役候補の選任方針の整理

CEOサクセッションプランレビュー

取締役候補の検討、選定

職務執行の監査（マネジメントインタビュー）

■

ストックオプションの
付与の決定

■

決算レビュー
■

決算レビュー
●

事業所往査
■

決算レビュー
■

決算レビュー

実績レビュー（主に決算）

■■ ■■ ■■ ■■

実効性評価

業績連動報酬に関する評価・支給

報酬方針等の検討・決定

■

中期経営計画レビュー
■

年度事業計画レビュー

　　　　　　  ■■

報酬方針を踏まえた各要素を決定（KPIを含む）
株式報酬の付与の決定

■■ ■■

■■

■■■■

■■

■ ■

●

事業所訪問

■ ■ ■ ■

　

■

監査計画決定
■

監査意見作成
監査報酬の確認
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報酬に関するインセンティブ性と透明性の確保

　ソニーでは、報酬委員会が、取締役、上級役員およびその他の役員の報酬の方針と、報酬方針に基づく取締役および上

級役員の個人別報酬の額および内容を決定しています。報酬委員会は、現在取締役3名で構成されていますが、３名全員

が社外取締役です。

リスクマネジメント

　ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会

社、社内部署は、それぞれの担当領域において定期的に

リスクを検討・評価し、損失のリスクの発見・情報伝達・

評価・対応に取り組んでいます。

　執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、

ソニーグループに損失を与えうるリスクを管理するため

に必要な体制の構築・維持を行う権限と責任を持ち、リ

スク管理体制の整備・運用を推進しています。また、グ

ループリスク管理を担当する執行役は、関連部門による

活動を通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整備・

強化に取り組んでいます。

　投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリ

スクとしては、例えば、「競合他社との競争激化による優

位性および収益力の低下」「各国の法規制を遵守するた

めの新たなコストの発生」「長期性資産の減損損失の計

上」「新技術や配信プラットフォームの普及による消費行

動の変化」などがあると考えています。

取締役の報酬方針
　取締役の報酬は、グループ経営に対する監督機能

を有効に機能させることを、基本方針としています。こ

の方針を踏まえて、取締役の報酬の構成を「定額報酬」

「株価連動報酬」「株式退職金」とし、短期的な業績に

連動する報酬は設定していません。

　株価連動報酬については、譲渡制限付株式を用い

て、株主との価値共有の促進と、健全かつ透明性のあ

る経営の仕組みの構築・維持に対するインセンティブ

として機能するよう、適切な制限や条件を設定してい

ます。株式退職金についても、中長期的な企業価値向

上に連動することを目的とし、在任年度ごとに報酬委

員会にて定められるポイントを取締役に付与し、退任

時にその累積数に当社普通株式の株価を乗じて算出

される金額としています。

上級役員の報酬方針
　上級役員の報酬は、会社業績の一層の向上を図る

ため、短期・中長期の業績向上に対するインセンティ

ブとして有効に機能させることを基本方針としていま

す。この方針を踏まえて、上級役員の報酬の構成を

「定額報酬」「業績連動報酬」「株価連動報酬」「株式退

職金」とし、各報酬項目の水準ならびに構成比につい

ては、業績および株主価値への連動を重視し、第三者

による国内外企業経営者の報酬に関する調査に基づ

き、担っている職責に応じ適切に設定されるよう、前

述の方針に沿った設定を行っています。

　業績連動報酬については、支給対象年度における

①ROE（株主資本利益率）、当社株主に帰属する当期

純利益および営業活動によるキャッシュ・フローなど

の連結または個社の業績に関する指標のうち、担当

領域に応じて設定された指標の達成度、および②担

当職務に関する個人業績の達成度を支給額決定の

基礎とし、それぞれの達成度を踏まえ、標準支給額に

対して原則0%から200%の範囲で支給額が変動す

るものとしています。なお、業績連動報酬の標準支給

額は、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額（定額報

酬と業績連動報酬の支給額の合計額）全体のうち、適

切な割合となるように設定されています。

　株価連動報酬については、ストック・オプションや譲

渡制限付株式などの株価に連動した報酬の仕組みを

用いて、中長期的な株主価値向上を目指すインセン

ティブとして有効に機能するよう、適切な制限や条件

を設定しています。また株価連動報酬は、それぞれの

職責に応じ、金銭報酬額と株価連動報酬額の合計額

に対して適切な割合となるよう設定されています。

株式退職金については、取締役と同様です。

2018年度有価証券報告書の「事業等のリスク」に
詳細を記載しています。

ソニーについて＞投資家情報＞IR資料室>
有価証券報告書等
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html

コーポレート・ガバナンス
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外国人 56.1 金融機関 23.8

一般法人 1.4
証券会社 2.2

個人・その他
16.5

（単位：%）

グループ情報

ウェブサイトでの情報開示について会社概要（2019年3月31日現在） 

ソニーは、事業活動の変化や、目まぐるしく変化する環境や社会情勢に対して、開示内容の更新に迅速に対応するた

め、ウェブサイトを中心に情報開示を行っています。

事業・財務の概況については「投資家情報」のウェブサイトで、サステナビリティ・CSRに関する活動などの非財務情報

については「CSR・環境・社会貢献」のウェブサイトで情報を開示しています。

会社名 ソニー株式会社（Sony Corporation）

設立 1946年（昭和21年）5月7日

本社所在地 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

資本金 8,742億円

子会社数等 1,588社　

 連結子会社：1,556社（変動持分事業体を含む）

 持分法適用会社：133社

 関連会社：145社

連結従業員数 114,400名

上場証券取引所 国内　東京

 海外　ニューヨーク

単元株式数 100株

決算期 3月

定時株主総会 6月

発行済株式の総数 1,271,230,341株

株主数 477,624名

所有者別の持株比率

投資家向け説明会
● 経営方針説明会　● IR Day　● ESG説明会

財務レポート
● 有価証券報告書
● 米国SEC提出書類（英語サイト）　
● ソニーフィナンシャルホールディングス
ディスクロージャー誌（アニュアルレポート）
  https://www.sonyfh.co. jp/ja/financial_info/
annualreport/

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
投資家情報

● サステナビリティレポート
● ソニーの「ECO」
● コミュニティへの取り組み
● 使いやすさとアクセシビリティ
● ダイバーシティ＆インクルージョン

https://www.sony.co.jp/CSR
CSR・環境・社会貢献

ESGインデックスへの組み入れ状況

THE INCLUSION OF Sony Corporation IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, 
ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Sony Corporation BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES 
AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. 
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編集方針

『Corporate Report 2019（統合報告書）』は、全世界で事業を

行うソニーグループ（連結ベース）を対象として、業績や中長期

の価値創造に向けた経営方針、事業戦略など、財務情報と非

財務情報を統合的にステークホルダーの皆様にご報告するも

のです。

対象範囲：ソニー株式会社および連結子会社・連結対象会社
対象期間：2018年度（2018年4月1日～2019年3月31日）
ただし、一部については2019年7月31日までの情報も含んでいます。
※ なお、文中では「ソニー」はソニーグループを指し、ソニー株式会社と
区別しています。ソニーグループとは、ソニー株式会社および、ソニー
株式会社の出資比率が50%を超える連結対象会社を指します。連
結子会社については当社のウェブサイト「関連会社一覧（連結子会
社）」をご参照ください。 

関連会社一覧（連結子会社）
国内
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/

海外
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
outside.html

ソニーグループ会社リンク集
https://www.sony.co. jp/grouplink/

報告の対象

国際統合報告評議会（IIRC）「Integrated Reporting〈IR〉」

経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」

環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」

Global Reporting Initiative「GRIスタンダード」（2016年発行）

参考ガイドライン

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

電話番号：03-6748-2111（代表）

お問い合わせ

将来に関する記述等についてのご注意
　本冊子に記載されている、ソニーの現在の計画、見通し、戦略、確信

などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しで

す。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状

況に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、

「想定」、「予測」、「予想」、「目的」、「意図」、「可能性」やその類義語を用

いたものには限定されません。口頭又は書面による見通し情報は、広く

一般に開示される他の媒体にも度々含まれる可能性があります。これ

らの情報は、現在入手可能な情報から得られたソニーの経営陣の仮

定、決定ならびに判断にもとづいています。実際の業績は、多くの重要

なリスクや不確実な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果

となりうるため、これら業績見通しのみに全面的に依拠することは控

えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果

にかかわらず、常にソニーが将来の見通しを見直して改訂するとは限り

ません。ソニーはそのような義務を負いません。実際の業績に影響を与

えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

（1）  ソニーが製品品質を維持し、その製品及びサービスについて顧客満

足を維持できること

（2）  激しい価格競争、継続的な新製品や新サービスの導入、急速な技術

革新、ならびに主観的で変わりやすい顧客嗜好などを特徴とする激

しい市場競争の中で、十分なコスト削減を達成しつつ顧客に受け入

れられる製品やサービス（イメージセンサー、ゲーム及びネットワーク

のプラットフォーム、スマートフォンならびにテレビを含む）をソニー

が設計・開発し続けていく能力

（3）  ソニーがハードウェア、ソフトウェア及びコンテンツの融合戦略を成功

させられること、新しい技術や配信プラットフォームを考慮に入れた

販売戦略を立案し遂行できること

（4）  ソニーと他社との買収、合弁、投資、資本的支出、構造改革その他戦

略的施策の成否を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）ソ

ニーの戦略及びその実行の効果

（5）  ソニーや外部の供給業者、サービスプロバイダやビジネスパートナー

が事業を営む市場における法規制及び政策の変化（課税、及び消費

者の関心が高まっている企業の社会的責任に関連するものを含む）

（6）  ソニーが継続的に、大きな成長可能性を持つ製品、サービス、及び市

場動向を見極め、研究開発に十分な資源を投入し、投資及び資本的

支出の優先順位を正しくつけて行い、技術開発や生産能力のために

必要なものも含め、これらの投資及び資本的支出を回収することが

できること

（7）  ソニーの製品及びサービスに使用される部品、ソフトウェア、ネット

ワークサービス等の調達、ソニーの製品の製造、マーケティング及び

販売、ならびにその他ソニーの各種事業活動における外部ビジネス

パートナーへの依存

（8）  ソニーの事業領域を取り巻くグローバルな経済・政治情勢、特に消費

動向

（9）  国際金融市場における深刻かつ不安定な混乱状況や格付け低下の

状況下においても、ソニーが事業運営及び流動性の必要条件を充

足させられること

（10）  ソニーが、需要を予測し、適切な調達及び在庫管理ができること

（11）  為替レート、特にソニーが極めて大きな売上や生産コストを計上し、

又は資産・負債及び業績を表示する際に使用する米ドル、ユーロ又

はその他の通貨と円との為替レート

（12）  ソニーが、高い能力を持った人材を採用、確保できるとともに、それ

らの人材と良好な関係を維持できること

（13）  ソニーが、知的財産の不正利用や窃取を防止し、知的財産に関する

ライセンス取得や更新を行い、第三者が保有する知的財産をソ

ニーの製品やサービスが侵害しているという主張から防御できる

こと

（14）  金利の変動及び日本の株式市場における好ましくない状況や動向

（市場の変動又はボラティリティを含む）が金融分野の収入及び営

業利益に与える悪影響

（15）  生命保険など金融商品における顧客需要の変化、及び金融分野に

おける適切なアセット・ライアビリティー・マネージメント遂行の成否

（16）  大規模な災害などに関するリスク

（17）  ソニーあるいは外部のサービスプロバイダやビジネスパートナーが

サイバーセキュリティに関するリスク（ソニーのビジネス情報や従業

員や顧客の個人を特定できる情報への不正なアクセスや事業活動

の混乱、財務上の損失の発生を含む）を予測・管理できること

（18）  係争中又は将来発生しうる法的手続き又は行政手続きの結果。た

だし、業績に不利な影響を与えうる要素はこれらに限定されるもの

ではありません。重要なリスク及び不確実な要素については、ソ

ニーの最新の有価証券報告書又は米国証券取引委員会に提出さ

れた最新の年次報告書（Form 20-F）も合わせてご参照ください。

金融除く財務情報についての注記
　本冊子に記載されている、金融分野を分離した財務情報は、ソニー

の連結財務諸表の作成に用いられた米国会計原則では要求されてい

ませんが、金融分野はソニーのその他の分野とは性質が異なるため、ソ

ニーはこの情報を金融分野を除く業績の分析に用いており、このよう

な表示が連結財務諸表の理解と分析に役立つと考えています。
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