
新商品・トピックス

ソニーの最先端カメラ技術を凝縮し、一瞬を豊かな表現力で切り取るフル 
サイズミラーレスのベーシックモデル。高感度ISO204800＊、693点の像面 
位相差検出AF、高精度・高追従な瞳AF、最高約10コマ/秒の高速連写、最大
710枚/充電一回の静止画撮影を実現します。

「クリエイターの制作意図を忠実に再現し、お客様に届けたい」という 
想いを結実させたMASTER Seriesとして位置づける最高峰モデル。 
次世代の高画質プロセッサー「X1™ Ultimate」やソニー独自の画面その
ものから音が出る高音質技術「Acoustic Surface Audio＋」を搭載し、
映像と音が一体となる映画館のような臨場感を体感できます。

4K有機ELテレビ ブラビア® A9Fシリーズ フルサイズミラーレス一眼カメラ α7 Ⅲ

新開発の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN1」を搭載した 
ことで、業界最高クラス＊のノイズキャンセリング性能を実現。優れたノイズ
キャンセリング性能の作り出す静寂の中、高音質な音楽にこれまで以上
に快適に浸れます。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WH-1000XM3

※ 記載されている商品名などはソニー及び各社の登録商標あるいは商標です。

＊  静止画の拡張感度設定時。静止画ISO感度：ISO 100－51200 （拡張ISO 50－204800） 動画
ISO感度：ISO 100－51200 （拡張ISO 100－102400）。

＊  2018年８月30日時点、ソニー調べ。JEITA基準に則る。ノイズキャンセリングヘッドホン 
市場において。

4Kクオリティの画質、 安定した高速なフレームレートなど、 高品質な 
PlayStationⓇ4体験をお届けするハイエンドモデル。国内では、2018年10月より 
お求めやすい価格に改定し、 期間限定商品だったカラーバリエーション 

「グレイシャー・ホワイト」を通常商品として販売開始いたしました。
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

PlayStationⓇ4 Pro CUH-7000シリーズ

2018年10月末の武道館公演を含む４年ぶり来日ツアーで変わらぬ人気を 
見せつけたマライア。日本で人気の楽曲だけを集めた初の独自企画ベスト盤

（※写真）を10月に発売、11月には４年ぶりの新作を発売しました。

マライア・キャリー ジャパン・ベスト
2018年10月５日全米公開し２週連続第１位。世界各国でも次々と記録を 
塗り替える大ヒット。敏腕記者エディと寄生した地球外生命体が一体となった
残虐なスーパーヴィラン、スパイダーマンの宿敵「ヴェノム」がそのベールを 
脱ぐ！

ヴェノム
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株主の皆様へ

　当上半期（2018年４月１日から９月30日まで）
の売上高及び営業収入（売上高）は、主にゲーム＆
ネットワークサービス（以下「G&NS」）分野の大幅な
増収により、前年同期に比べ2,157億円増加の４兆
1,364億円となりました。営業利益は、主にG&NS
分野の大幅な増益により、前年同期比727億円増加
の4,345億円となりました。

　なお、当年度の中間配当金につきましては、１株
につき15円（前年同期は１株につき12円50銭）と 
させていただきました。今後の配当金額につきましては、 
連結業績の動向、財務状況ならびに今後の事業 
展開等を総合的に勘案しつつ、安定的な増額を 
めざしてまいります。

　４月１日付で発足した新経営体制のもと、５月に
2018年度～2020年度の中期経営計画を発表いた
しました。ソニーの経営の方向性は「人に近づく」 
です。ソニーの変わらぬミッションは「感動」であり、
感動をする「人」、感動を創る「人」に近づくことで、
顧客価値の創出に努めてまいります。

　ユーザーとクリエイターをつなぐエレクトロ 
ニクス事業。
　クリエイターに近づき、様々なコンテンツの 
創造をサポートするエンタテインメント事業。
　一人ひとりのお客様と直接、深いつながりを
持つ金融事業。これらすべての事業において、
これからも「人に近づく」ことで感動を生み出し、
人々の心を豊かにしていくとともに、持続的な
高収益を創出する企業となるよう、全力で経営
に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層の
ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ
ます。
本報告書では、2018年度上半期連結業績の概要
及び持続的な高収益の創出をめざす取り組みに
ついてご報告させていただきます。

2018年11月

代表執行役 社長 兼 CEO
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業績ハイライト（上半期）� （単位：億円）

※�ビジネス別の売上高構成比は、 外部顧客に対する売上高にもとづいて算出�
したものです。
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2018年度上半期連結業績

　当上半期の売上高は、前年同期に比べ2,157億円�
増加し、４兆1,364億円となりました。この増収は、主に
G&NS分野の大幅な増収によるものです。
　営業利益は、前年同期比727億円増加し、4,345億円
となりました。この増益は、主にG&NS分野の大幅な
増益によるものです。
　当上半期の営業利益に含まれている要因：
　●��長期性資産の減損　162億円（モバイル・コミュニ
ケーション（以下「MC」）分野）*

　　�＊�MC分野において、当年度第２四半期のスマートフォン
の販売実績、及び当下半期以降に予測される引き続き
厳しい事業環境を踏まえ、同分野の将来の収益見通し
の見直しを検討した結果、このたび収益見通しを下方�
修正しました。この修正により、将来キャッシュ・フローが
減少する見通しとなったことから、当年度第２四半期に
おいて、同分野に含まれるスマートフォン事業の長期性�
資産の減損損失162億円を営業損失として計上しました。

　前年同期の営業利益に含まれている要因：
　●��カメラモジュール事業の製造子会社の持分全部の
譲渡益　275億円（半導体分野）

　●��平成28年（2016年）熊本地震にかかわる逸失利益
などに対する保険金の受取　67億円（半導体分野）、
26億円（イメージング・プロダクツ＆ソリューション
分野）

　その他の収益（費用）（純額）は、前年同期の144億円
の費用に対し、当上半期は1,240億円の収益を計上�
しました。これは主に、Spotify�Technology�S.A.の
上場にともなう持分証券に関する利益（純額）1,178億
円を当上半期に計上したことによるものです。
　税引前利益は、前年同期に比べ2,110億円増加し、
5,585億円となりました。
　当社株主に帰属する当期純利益は、前年同期に�
比べ1,877億円増加し、3,994億円となりました。

��経営数値目標

今後３年間の資金使途（金融分野を除く）

��経営方針の基本戦略

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）

2兆円以上

連結株主資本利益率
（ROE）

10％以上を継続

映像と音を極める技術でソニーブランドの�
エレクトロニクスを、 安定的に高いレベルの�
キャッシュを生み出す事業と位置付ける

半導体のCMOSイメージセンサーの領域で�
イメージング用途での世界No .1を維持し�
センシング用途でも世界No.1をめざす

お客様との直接・継続的なお付き合いを通じて
安定的に収益の拡大をはかるサービスと
お客様に感動をもたらすコンテンツを強化し
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する

設備投資 イメージセンサー向けが中心

コンテンツ IP の強化
技術の補完や取り込みを目的とした投資

戦略投資

財務体質強化

株主還元 配当は長期・安定的に増額

中長期的な投資余力を高める
株主資本比率 40%以上が目安となる水準

経営の方向性は「人に近づく」です。
感動を体験するお客様 (ユーザー）に近づく、そしてその感動をもたらすコンテンツを
創りだす人 （々クリエイター）に近づくことで、ソニーというブランドが最も人に近く、�
愛される存在になることをめざします。

長期視点での経営という観点から、３年間累計で２兆円�
以上の営業キャッシュフローを創出することを経営指標と
します。

連結ROEは引き続き10%以上の水準の継続をめざします。
また、創出されるキャッシュを適切に配分し、企業価値を�
さらに高めていくことをめざします。

持続的に
高収益を創出する
企業へ

利益創出と
成長への投資ソニーの変革

2018～2020年度2015～2017年度2012～2014年度

ソニーグループの経営施策
持続的な社会価値と高収益の創出をめざす企業へ

2018年度～2020年度の中期経営計画では、利益の成長に加えて利益の質も高めることで
持続的に高収益を創出する企業をめざします。

1
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（※写真）を10月に発売、11月には４年ぶりの新作を発売しました。

マライア・キャリー ジャパン・ベスト
2018年10月５日全米公開し２週連続第１位。世界各国でも次々と記録を 
塗り替える大ヒット。敏腕記者エディと寄生した地球外生命体が一体となった
残虐なスーパーヴィラン、スパイダーマンの宿敵「ヴェノム」がそのベールを 
脱ぐ！

ヴェノム
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Interim Report
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株主の皆様へ

　当上半期（2018年４月１日から９月30日まで）
の売上高及び営業収入（売上高）は、主にゲーム＆
ネットワークサービス（以下「G&NS」）分野の大幅な
増収により、前年同期に比べ2,157億円増加の４兆
1,364億円となりました。営業利益は、主にG&NS
分野の大幅な増益により、前年同期比727億円増加
の4,345億円となりました。

　なお、当年度の中間配当金につきましては、１株
につき15円（前年同期は１株につき12円50銭）と 
させていただきました。今後の配当金額につきましては、 
連結業績の動向、財務状況ならびに今後の事業 
展開等を総合的に勘案しつつ、安定的な増額を 
めざしてまいります。

　４月１日付で発足した新経営体制のもと、５月に
2018年度～2020年度の中期経営計画を発表いた
しました。ソニーの経営の方向性は「人に近づく」 
です。ソニーの変わらぬミッションは「感動」であり、
感動をする「人」、感動を創る「人」に近づくことで、
顧客価値の創出に努めてまいります。

　ユーザーとクリエイターをつなぐエレクトロ 
ニクス事業。
　クリエイターに近づき、様々なコンテンツの 
創造をサポートするエンタテインメント事業。
　一人ひとりのお客様と直接、深いつながりを
持つ金融事業。これらすべての事業において、
これからも「人に近づく」ことで感動を生み出し、
人々の心を豊かにしていくとともに、持続的な
高収益を創出する企業となるよう、全力で経営
に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層の
ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ
ます。
本報告書では、2018年度上半期連結業績の概要
及び持続的な高収益の創出をめざす取り組みに
ついてご報告させていただきます。

2018年11月

代表執行役 社長 兼 CEO
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