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業績ハイライト（2013年度上半期連結業績）

ビジネス別
2013年度上半期
（単位：％）

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 

ホームエンタテインメント
＆サウンド 

ゲーム 
金融

映画

音楽

14.2

6.6 10.2
5.2

23.1
6.4

9.6

8.4 15.4

デバイス 

売上高構成比

売上高及び営業収入

3兆4,882億円
前年同期比
+11.8％

2011 30,699

2012 31,198

2013 34,882

営業利益

511億円
前年同期比
+146億円

2011 259

2012 365

2013 511

税引前利益

522億円
前年同期比
+232億円

2011 232

2012 291

2013 522

当社株主に帰属する
当期純利益 （損失）

△158億円
前年同期比
+243億円

2011 △425

2012 △401

2013 △158

（単位：億円）

（注）�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。

ソニー株式会社　IR担当（SR部）
〒108-0075�東京都港区港南１丁目７番１号

詳細な情報については、
投資家情報ウェブサイトに掲載の

「Quarterly Report」
（第２四半期報告書）をご覧ください。

　株主の皆様には、平素より格別の

ご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

　本冊子では、代表執行役�社長�兼�

CEO�平井一夫より、2013年度上半期

の連結業績の概要についてご報告

するとともに、「One�Sony」のコン

セプトのもと開発を行った新商品に

ついてご紹介します。

株主の皆様へ

「株式・社債」ページへのリンクを
クリックしてください。

「投資家情報」トップページ2

クリック

「株主向け報告書」ページへのリンクを
クリックしてください。

「株式・社債」ページ3

クリック

2013年度�第２四半期
「Quarterly Report（第２四半期報告書）」
へのリンクをクリックしてください。

クリック

直接URLをご入力いただくか、サイト検索にてアクセスしてください。

投資家情報ウェブサイトにアクセス1
http://www.sony.co.jp/IR/ ソニー　IR 検�索

アクセス手順

スマートフォンからでもご覧いただけます。

全社（共通） 0.9
その他 

＊受付時間�９:00～17:00（土日・祝日及び会社休業日を除く）
＊株主ダイヤルがご利用になれない場合：03-6748-2111（代表）

株主ダイヤル
0120-025-259（通話料無料）

＊各年度上半期の実績
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　昨年４月のCEO就任以来、ソニー再建の土台となる地道な
仕込みを着実に行ってまいりました。その中でも、エレクトロニクス
事業の再建の鍵となるのは、お客様の好奇心を刺激するような、
ソニーらしい商品づくりだと考え、特に力を注いできました。
　ソニーの商品づくりにはルールがあります。それは、お客様の
期待を満たすための妥協なき機能価値を持ちながらも、機能そ
のものを超えたところで心を動かす感性価値を生み出すもので
なければならないという考え方です。
　そして、ソニーらしい商品づくりをする上で、もうひとつの重要
なことは「One�Sony」の取り組みです。　
　ソニーのような事業部制の組織の下で、お客様の期待を超え
る独自の価値を提供し、競争優位な立場で事業をしていくた
めには、社内で力を分散させることなく、事業部の枠を超えて
ソニー全体の視点で商品づくりを行う「One�Sony」の取り組み
が重要です。この「One�Sony」の取り組みを、より効果的に�
行うために、ソニーのコア事業と位置付けているイメージング
関連、ゲーム、モバイルの３つのカテゴリーに経営資源を集中�
させ、ソニーらしい商品づくりを行ってきました。
　その象徴となる商品が、スマートフォンXperia™です。新製品
「Xperia�Z１」は、「One�Sony」の考えのもと、事業部という�
組織の枠を超え、ソニーが培ってきた高画質、高音質、撮影の
技術を組み上げ、最高の機能と使い勝手をパッケージングした

モデルに仕上げることで、
多くのお客様の支持を�
いただいております。
　また、「One�Sony」の
取り組みの中から、ソニー
が持つテクノロジーの強
みを活かし、新しい市場
を切り拓こうとしている
ユニークな商品も誕生し
ました。それがレンズスタ
イルカメラ「DSC-QX10」、
「DSC-QX100」です。これらのモデルは、スマートフォンの付加�
価値を上げる商品であることに加え、これまでにない新しい
カメラの撮り方を提案しています。
　これまでは、日常シーンはスマートフォンで撮影し、高画質
の撮影にはハイエンドのカメラを使うというスタイルが一般的
でしたが、このレンズスタイルカメラは、スマートフォンに�
装着することで手軽に高画質撮影を行うことができます。�
スマートフォンの撮影スタイルの可能性を広げ、お客様の�
好奇心を刺激する、ソニーらしい商品だと考えています。
　お客様にとって魅力的な価値を見極め、世界に先駆けた�
新しい商品やサービスを生み出すことは、創業以来ソニー
がチャレンジし続けてきたことであり、今もそのDNAが私を
含む、社員一人ひとりに受け継がれていると確信しています。

 「One Sony」を具現化した新商品

その他の新商品情報については、投資家情報ウェブサイトに掲載の「Quarterly Report」 （第２四半期報告書）をご覧ください。

　当上半期（2013年４月１日から９月30日まで）のソニーを
取り巻く事業環境は、AV/IT市場の縮小や新興国の景気減速
の影響などにより、引き続き厳しい状況で推移しましたが、�
売上高及び営業収入は、前年同期に比べ11.8％増加し、３兆
4,882億円となりました。これは主に、為替の好影響及び�
スマートフォンの販売台数の増加によるものです。

　営業利益は、前年同期に比べ146億円増加し、511億円とな
りました。これは主に、スマートフォンの大幅な増収があった�
モバイル・プロダクツ＆コミュニケーション分野での大幅な損益�
改善、ソニー生命保険㈱の一般勘定の運用損益の改善などが
あった金融分野の大幅な増益、液晶テレビにおける高付加�
価値モデルの導入による製品ミックスの改善及び費用の削減
などがあったホームエンタテインメント＆サウンド分野での�
大幅な損益改善、ならびに為替の好影響によるものです。

　下半期につきましても、厳しい事業環境が継続すると見込
んでおりますが、映画、音楽、金融分野については安定的な�
収益計上をめざす一方、エレクトロニクス事業については、�
イメージング関連、ゲーム、モバイルのコア３事業に経営資源
を集中し、競争力のある商品の開発や新たな市場の創造に�
取り組むとともに、コスト構造の見直しにより経営体質の強化
を図ってまいります。

　なお、2013年度の中間配当金につきましては、前年度と�
同額の１株につき12円50銭とし、本年12月２日を支払開始日
とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜ります�
ようお願い申しあげます。

代表執行役�社長�兼�CEO

2013年11月

スマートフォン Xperia Z１ レンズスタイルカメラ DSC-QX10／DSC-QX100
スマートフォンに装着してWi-Fi接続することで、スマートフォン
の画面をモニターとして映像を確認しながら、写真や動画を�
撮影できます。高倍率光学ズームによる被写体の撮影を可能に
するほか、スマートフォンと離して手持ちで自由な角度に構え�
ながらの撮影も可能にするなど、お好みのスタイルで撮影できる�
新発想のカメラです。

Xperia史上最高の約2,070万画素イメージセンサーExmor�RS®��
for�mobileを採用したカメラや映像を美しく再現するトリルミナス®
ディスプレイ�for�mobileを採用した大型約5.0インチのフルHD�
ディスプレイなどの最先端技術を搭載。ソニーの総合力を結集した
Xperiaのフラッグシップモデルです。
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　昨年４月のCEO就任以来、ソニー再建の土台となる地道な
仕込みを着実に行ってまいりました。その中でも、エレクトロニクス
事業の再建の鍵となるのは、お客様の好奇心を刺激するような、
ソニーらしい商品づくりだと考え、特に力を注いできました。
　ソニーの商品づくりにはルールがあります。それは、お客様の
期待を満たすための妥協なき機能価値を持ちながらも、機能そ
のものを超えたところで心を動かす感性価値を生み出すもので
なければならないという考え方です。
　そして、ソニーらしい商品づくりをする上で、もうひとつの重要
なことは「One�Sony」の取り組みです。　
　ソニーのような事業部制の組織の下で、お客様の期待を超え
る独自の価値を提供し、競争優位な立場で事業をしていくた
めには、社内で力を分散させることなく、事業部の枠を超えて
ソニー全体の視点で商品づくりを行う「One�Sony」の取り組み
が重要です。この「One�Sony」の取り組みを、より効果的に�
行うために、ソニーのコア事業と位置付けているイメージング
関連、ゲーム、モバイルの３つのカテゴリーに経営資源を集中�
させ、ソニーらしい商品づくりを行ってきました。
　その象徴となる商品が、スマートフォンXperia™です。新製品
「Xperia�Z１」は、「One�Sony」の考えのもと、事業部という�
組織の枠を超え、ソニーが培ってきた高画質、高音質、撮影の
技術を組み上げ、最高の機能と使い勝手をパッケージングした

モデルに仕上げることで、
多くのお客様の支持を�
いただいております。
　また、「One�Sony」の
取り組みの中から、ソニー
が持つテクノロジーの強
みを活かし、新しい市場
を切り拓こうとしている
ユニークな商品も誕生し
ました。それがレンズスタ
イルカメラ「DSC-QX10」、
「DSC-QX100」です。これらのモデルは、スマートフォンの付加�
価値を上げる商品であることに加え、これまでにない新しい
カメラの撮り方を提案しています。
　これまでは、日常シーンはスマートフォンで撮影し、高画質
の撮影にはハイエンドのカメラを使うというスタイルが一般的
でしたが、このレンズスタイルカメラは、スマートフォンに�
装着することで手軽に高画質撮影を行うことができます。�
スマートフォンの撮影スタイルの可能性を広げ、お客様の�
好奇心を刺激する、ソニーらしい商品だと考えています。
　お客様にとって魅力的な価値を見極め、世界に先駆けた�
新しい商品やサービスを生み出すことは、創業以来ソニー
がチャレンジし続けてきたことであり、今もそのDNAが私を
含む、社員一人ひとりに受け継がれていると確信しています。

 「One Sony」を具現化した新商品

その他の新商品情報については、投資家情報ウェブサイトに掲載の「Quarterly Report」 （第２四半期報告書）をご覧ください。

　当上半期（2013年４月１日から９月30日まで）のソニーを
取り巻く事業環境は、AV/IT市場の縮小や新興国の景気減速
の影響などにより、引き続き厳しい状況で推移しましたが、�
売上高及び営業収入は、前年同期に比べ11.8％増加し、３兆
4,882億円となりました。これは主に、為替の好影響及び�
スマートフォンの販売台数の増加によるものです。
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　下半期につきましても、厳しい事業環境が継続すると見込
んでおりますが、映画、音楽、金融分野については安定的な�
収益計上をめざす一方、エレクトロニクス事業については、�
イメージング関連、ゲーム、モバイルのコア３事業に経営資源
を集中し、競争力のある商品の開発や新たな市場の創造に�
取り組むとともに、コスト構造の見直しにより経営体質の強化
を図ってまいります。

　なお、2013年度の中間配当金につきましては、前年度と�
同額の１株につき12円50銭とし、本年12月２日を支払開始日
とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜ります�
ようお願い申しあげます。

代表執行役�社長�兼�CEO
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