
新商品・トピックス

完全ワイヤレス型として業界最高クラス＊1のノイズキャンセリング性能と独自の 
高音質技術「DSEE HX™」で、周囲の騒音を低減しハイレゾ相当＊2のクリアな
高音質を実現します。安定した接続性で動画視聴時の映像と音声のずれも 
大幅に低減します。

フルサイズミラーレス一眼カメラの最先端技術を小型ボディに凝縮。
最新世代の画像処理エンジン「BIONZ X®」による高画質の実現と、高画質
性能を最大限に引き出す光学式5軸ボディ内手ブレ補正、長時間の撮影を
支える高容量Zバッテリーに対応しています。

APS-Cセンサー搭載ミラーレス一眼カメラ α6600 完全ワイヤレス型ヘッドホン WF-1000XM3

Xperia 5

※ 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。

＊1： 2019年6月1日時点、ソニー調べ。JEITA基準に則る。完全ワイヤレス型ノイズキャンセリング
ヘッドホン市場において。

＊2： DSEE HX ON時にCD音源やMP3などの圧縮音源をSBC/AACのコーデックでBluetooth 
再生する際、最大96kHz/24bitまで拡張。

持ちやすさと使いやすさを追求した本体幅約68 mmのスリムなデザインと、
Xperia 1比で約14g軽量化したボディに、21：9シネマワイド™の体験を凝縮。
有効画素数約1,220万画素のイメージセンサーを採用したトリプルレンズ
カメラ、瞳を検出してオートフォーカスする「瞳AF」など、ソニーの技術を
結集した独自機能を搭載しています。

定額制クラウドゲームサービスとして、国内では月額1,180円（税込）から利用可能。
人気作を含め400以上の魅力的なゲームタイトルが、PlayStationⓇ4や 
Windows PCでいつでも遊び放題です。
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

PlayStation™Now

2018年には10年ぶりの来日公演で健在ぶりを披露したセリーヌ・ディオン。
2019年11月には、実に６年ぶりの英語歌唱アルバムをリリースし、またもや 
日本のファンを魅了します。

セリーヌ・ディオン カレッジ

仲間を救うため、再び呪われたゲーム“ジュマンジ”の中へ。
そこには砂漠、氷山などさらに難易度を増した新たなステージが…。
2019年12月13日（金）日米同時公開。

ジュマンジ/ネクスト・レベル
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株主の皆様へ

2019年11月

代表執行役 社長 兼 CEO
CEOレター全文はこちらからご覧ください。

スマートフォンからもご覧いただけます。
https://www.sony.co.jp/IR/

ソニーIR情報

投資家情報ウェブサイト
検索

当上半期（2019年４月１日から９月30日まで）の売上高及び 

営業収入（以下「売上高｣）は、イメージング＆センシング・ 

ソリューション（以下「I＆SS｣）分野、音楽分野及び映画分野の増収が 

あったものの、主にエレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

（以下「EP&S」）分野及びゲーム＆ネットワークサービス（以下

「G&NS」）分野の大幅な減収により、前年同期比884億円減少の

４兆480億円となりました。営業利益は、G＆NS分野の大幅な 

減益があったものの、主にI＆SS分野、映画分野及びEP＆S分野の

大幅な増益により、前年同期比754億円増加の5,099億円となり

ました。

当年度の中間配当金につきましては、１株につき20円（前年

同期は１株につき15円）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、引き続き長期・安定的な増額を目指してまいり

ます。

今年、ソニーが何のために存在するかを表したPurpose（存在

意義）を「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

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたびの令和元年台風第19号により被災されました
方々に、心よりお見舞い申しあげますとともに、被災地の 
一日も早い復興を心より祈念いたします。
本報告書では、2019年度上半期連結業績及びソニー 
グループの多様性を生かした価値創造の取り組みの概要に
ついてご報告させていただきます。

満たす」と定義しました。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た創業者の夢から生まれた

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、

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けるよう、明文化したもの

です。こうしたソニーのPurposeのもと、「人に近づく」という

経営方針にもとづき、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。

なお、株主そして多様なステークホルダーの皆様へ向けた

CEOレター「『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』として長期的な企業価値向上を 

目指して」を9月に当社ウェブサイト上にて発信しました。

事業ポートフォリオについての戦略や資本政策に関する 

私たちの考え方を記述しておりますので、ぜひご覧ください。

ソニーは引き続き多くのステークホルダーの皆様の期待に

応え、それを上回ることが出来るよう、新しい価値の創出と

長期的な企業価値の向上に継続して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。
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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。

売上高構成比（2019年度上半期）
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金融

映画

音楽

「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」として進化

多様性を生かした価値創造 多様な事業に力を与えるソニーのテクノロジー

ユーザークリエイター 人に近づく

Purpose
（存在意義）

経営の方向性

多様な事業
ポートフォリオ

価値創造の基盤

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。

ゲーム＆ネットワークサービス

テクノロジー

音楽

映画 イメージング＆
センシング・ソリューション

エレクトロニクス・プロダクツ&
ソリューション 金融

人材

　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」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。

エンタテインメント エレクトロニクス DTCサービス

盛田昭夫（左）　井深大（右）

　ソニーは、さまざまな領域で事業を展開していますが、その全てがテクノロジーに裏打ちされたものです。多様な事業を�
つなぐ競争力のあるテクノロジーをご理解いただくため、本年９月に投資家・アナリスト及びメディア関係者を対象とした
「Sony�Technology�Day」を初めて開催しました。当日は、「人に近づく」というテーマのもと、ソニーの代表的な�
テクノロジーを「解き放つ」・「つなぐ」・「超える」という3つの軸に沿ってご紹介しました。

解き放つ
Empower

クリエイターの創造力を解き放ち
新しい感動を生み出す

つなぐ
Connect

クリエイターとユーザーを
つなぎ感動をお届けする

超える
Exceed

人の能力を超えることで
さらなる可能性をもたらす

空間をまるごと撮りこむ
Volumetric�Capture�技術

空間に自在に音を配置する
オブジェクトベース空間音響技術

人をより器用にする
精密バイラテラル制御

「Sony�Technology�Day」の詳細につきましてはこちらをご参照ください。
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2019年度上半期連結業績

　当上半期の売上高は、前年同期比884億円減少の

４兆480億円となりました。この減収は、I&SS分野、

音楽分野及び映画分野の増収があったものの、主に

EP&S分野及びG&NS分野の大幅な減収によるもの

です。

　営業利益は、前年同期比754億円増加の5,099億円

となりました。この増益は、G&NS分野の大幅な減益が

あったものの、主にI&SS分野、映画分野及びEP&S分野

の大幅な増益によるものです。

　前年同期の営業利益に含まれている要因：

　●  長期性資産の減損損失　162億円（EP&S分野）

　その他の収益（費用）（純額）は、前年同期の1,240億円の

収益に対し、当上半期は168億円の費用を計上しました。

これは主に前年同期において、Spotify Technology 

S.A.の上場にともなう持分証券に関する利益（純額）

1,178億円を計上したことによるものです。

　税引前利益は、前年同期比654億円減少の4,931億円

となりました。

　当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比

594億円減少の3,400億円となりました。
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「Sony�Technology�Day」を初めて開催しました。当日は、「人に近づく」というテーマのもと、ソニーの代表的な�
テクノロジーを「解き放つ」・「つなぐ」・「超える」という3つの軸に沿ってご紹介しました。

解き放つ
Empower

クリエイターの創造力を解き放ち
新しい感動を生み出す

つなぐ
Connect

クリエイターとユーザーを
つなぎ感動をお届けする

超える
Exceed

人の能力を超えることで
さらなる可能性をもたらす

空間をまるごと撮りこむ
Volumetric�Capture�技術

空間に自在に音を配置する
オブジェクトベース空間音響技術

人をより器用にする
精密バイラテラル制御

「Sony�Technology�Day」の詳細につきましてはこちらをご参照ください。
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2019年度上半期連結業績

　当上半期の売上高は、前年同期比884億円減少の

４兆480億円となりました。この減収は、I&SS分野、

音楽分野及び映画分野の増収があったものの、主に

EP&S分野及びG&NS分野の大幅な減収によるもの

です。

　営業利益は、前年同期比754億円増加の5,099億円

となりました。この増益は、G&NS分野の大幅な減益が

あったものの、主にI&SS分野、映画分野及びEP&S分野

の大幅な増益によるものです。

　前年同期の営業利益に含まれている要因：

　●  長期性資産の減損損失　162億円（EP&S分野）

　その他の収益（費用）（純額）は、前年同期の1,240億円の

収益に対し、当上半期は168億円の費用を計上しました。

これは主に前年同期において、Spotify Technology 

S.A.の上場にともなう持分証券に関する利益（純額）

1,178億円を計上したことによるものです。

　税引前利益は、前年同期比654億円減少の4,931億円

となりました。

　当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比

594億円減少の3,400億円となりました。
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新商品・トピックス

完全ワイヤレス型として業界最高クラス＊1のノイズキャンセリング性能と独自の 
高音質技術「DSEE HX™」で、周囲の騒音を低減しハイレゾ相当＊2のクリアな
高音質を実現します。安定した接続性で動画視聴時の映像と音声のずれも 
大幅に低減します。

フルサイズミラーレス一眼カメラの最先端技術を小型ボディに凝縮。
最新世代の画像処理エンジン「BIONZ X®」による高画質の実現と、高画質
性能を最大限に引き出す光学式5軸ボディ内手ブレ補正、長時間の撮影を
支える高容量Zバッテリーに対応しています。

APS-Cセンサー搭載ミラーレス一眼カメラ α6600 完全ワイヤレス型ヘッドホン WF-1000XM3

Xperia 5

※ 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。

＊1： 2019年6月1日時点、ソニー調べ。JEITA基準に則る。完全ワイヤレス型ノイズキャンセリング
ヘッドホン市場において。

＊2： DSEE HX ON時にCD音源やMP3などの圧縮音源をSBC/AACのコーデックでBluetooth 
再生する際、最大96kHz/24bitまで拡張。

持ちやすさと使いやすさを追求した本体幅約68 mmのスリムなデザインと、
Xperia 1比で約14g軽量化したボディに、21：9シネマワイド™の体験を凝縮。
有効画素数約1,220万画素のイメージセンサーを採用したトリプルレンズ
カメラ、瞳を検出してオートフォーカスする「瞳AF」など、ソニーの技術を
結集した独自機能を搭載しています。

定額制クラウドゲームサービスとして、国内では月額1,180円（税込）から利用可能。
人気作を含め400以上の魅力的なゲームタイトルが、PlayStationⓇ4や 
Windows PCでいつでも遊び放題です。
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

PlayStation™Now

2018年には10年ぶりの来日公演で健在ぶりを披露したセリーヌ・ディオン。
2019年11月には、実に６年ぶりの英語歌唱アルバムをリリースし、またもや 
日本のファンを魅了します。

セリーヌ・ディオン カレッジ

仲間を救うため、再び呪われたゲーム“ジュマンジ”の中へ。
そこには砂漠、氷山などさらに難易度を増した新たなステージが…。
2019年12月13日（金）日米同時公開。

ジュマンジ/ネクスト・レベル
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株主の皆様へ

2019年11月

代表執行役 社長 兼 CEO
CEOレター全文はこちらからご覧ください。

スマートフォンからもご覧いただけます。
https://www.sony.co.jp/IR/

ソニーIR情報

投資家情報ウェブサイト
検索

当上半期（2019年４月１日から９月30日まで）の売上高及び 

営業収入（以下「売上高｣）は、イメージング＆センシング・ 

ソリューション（以下「I＆SS｣）分野、音楽分野及び映画分野の増収が 

あったものの、主にエレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

（以下「EP&S」）分野及びゲーム＆ネットワークサービス（以下

「G&NS」）分野の大幅な減収により、前年同期比884億円減少の

４兆480億円となりました。営業利益は、G＆NS分野の大幅な 

減益があったものの、主にI＆SS分野、映画分野及びEP＆S分野の

大幅な増益により、前年同期比754億円増加の5,099億円となり

ました。

当年度の中間配当金につきましては、１株につき20円（前年

同期は１株につき15円）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、引き続き長期・安定的な増額を目指してまいり

ます。

今年、ソニーが何のために存在するかを表したPurpose（存在

意義）を「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

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたびの令和元年台風第19号により被災されました
方々に、心よりお見舞い申しあげますとともに、被災地の 
一日も早い復興を心より祈念いたします。
本報告書では、2019年度上半期連結業績及びソニー 
グループの多様性を生かした価値創造の取り組みの概要に
ついてご報告させていただきます。

満たす」と定義しました。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た創業者の夢から生まれた

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、

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けるよう、明文化したもの

です。こうしたソニーのPurposeのもと、「人に近づく」という

経営方針にもとづき、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。

なお、株主そして多様なステークホルダーの皆様へ向けた

CEOレター「『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』として長期的な企業価値向上を 

目指して」を9月に当社ウェブサイト上にて発信しました。

事業ポートフォリオについての戦略や資本政策に関する 

私たちの考え方を記述しておりますので、ぜひご覧ください。

ソニーは引き続き多くのステークホルダーの皆様の期待に

応え、それを上回ることが出来るよう、新しい価値の創出と

長期的な企業価値の向上に継続して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。
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