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吉田憲一郎

０．はじめに～長期視点経営とPurpose

• 皆様、こんにちは。吉田でございます。
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長期視点

• 社長就任初年度でもあった2018年度の経営方針説明会でもご説明した通り、ファウンダーの盛

田からの学びのひとつに「長期視点に基づく経営」があります。新型コロナウィルスが世界を変
えた今、私は改めてその重要性を感じています。
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• 長期視点の経営においては、企業の社会的存在意義、即ちPurposeと経営の方向性の明確化
が欠かせません。

• 私は、ソニーのPurposeを「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」、経営
の方向性を「人に近づく」と定義しました。

• 当社の11万人の社員は、現在もその多くがテレワークを余儀なくされていますが、「世界を感動

で満たす」、そして「人に近づく」ということを胸に刻み、一丸となって事業を推進してくれています
。

• また、世界各地で外出自粛が続く中、世の中に音と映像の感動コンテンツを届け続けることの
社会的意義を今ほど強く感じたことはありません。
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1. 人を軸とした事業ポートフォリオ

2. グループ経営の強化施策

3. 各セグメントの進化の方向性

• ここからは、こちらの3点についてお話ししたいと思います。
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１．人を軸としたソニーグループの事業ポートフォリオ

• ソニーの事業ポートフォリオは「人」を軸に構成されています。
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• クリエイターと共に感動コンテンツを創りそれをユーザーに届ける、コンテンツ事業およびDTC（Direct‐to‐
Consumer）事業は、「人の心を動かす」ことを目的としています。
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• ソニーのブランデッドハードウェア事業は、クリエイターが感動コンテンツを創ること、そしてユーザーが
それを楽しむことに欠かせない機器を提供しています。CMOSイメージセンサーは、世界中の人が感動を
共有するために利用しているスマートフォンのキーデバイスです。これらは「人と人を繋ぐ」事業です。

7



• 今年のCESでは、CMOSセンサーや当社初となる車載向けアクティブセンシングのLiDARなどの技術を通

じたモビリティの未来への貢献について述べ、この領域でのソニーの取り組みを形にしたものとして「
VISION‐S」を紹介しました。

• また昨年のCEATECでは、当社の様々なメディカル機器を展示しました。これらの事業では、人の安全と
健康への貢献を志しています。

• そして40年の歴史がある当社の金融事業は、「安心」ということを大きな提供価値としています。

• これらは「人を支える」事業です。

• 安全、健康、安心で人を支える3つの領域は、当社の技術が活かせる長期視点での成長事業とも位置
付けています。
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• このようにソニーの事業ポートフォリオは人を軸としながらも、多岐に渡ります。この多様性は、
経営の安定性にもつながっています。これを当社の更なる強みとすべく、グループ経営の強化
を今後も継続して参ります。

• 当社は過去に、ＰＣ事業やバッテリー事業などから撤退していますが、ポートフォリオの見直しは経営の
規範として今後も継続していきます。ただし、人という基軸は不変です。
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1. 人を軸とした事業ポートフォリオ

2. グループ経営の強化施策

3. 各セグメントの進化の方向性

２．グループ経営の強化施策

• 各事業の進化を促進し、ポートフォリオの多様性を強みとしていくためのグループ経営強化施策として、
本日、2件の発表を行いました。
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「ソニーグループ株式会社」

＊上記への商号変更については必要な株主総会決議を取得した上で実施する

＊

• １つ目が、来年4月1日予定の「ソニーグループ株式会社」の発足です。

• グループ本社機能とエレクトロニクス事業の本社間接機能とが混在していた現在のソニー株式
会社の機能を明確に分離・再定義し、グループの本社機能に特化した会社とします。
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「ソニーグループ株式会社」のミッション

1
2
3

事業ポートフォリオ管理とそれに基づく
キャピタルアロケーション

グループシナジーと
事業インキュベーションによる価値創出

イノベーションの基盤である人材と
テクノロジーへの投資

• 「ソニーグループ株式会社」のミッションは、こちらのスライドにある取り組みをグループ全体の
視点から行うことです。

• なお、「ソニーグループ株式会社」発足に伴い、「ソニー株式会社」の商号は、ソニーグループの
祖業である、エレクトロニクス事業が継承します。
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完全子会社化

＊完全⼦会社化に向けた公開買付けの実施

• そしてグループ経営強化施策の2点目が、既に株式の65%を保有しているソニーフィナンシャルホールデ
ィングスの完全子会社化です。

• 金融事業は、エレクトロニクス、エンタテインメントとならぶコア事業であり、長期視点で成長領域と位置
付けている「人を支える」事業です。また、コア事業であるからこそ、ここ数年で複数回にわたり持分比率
を引き上げ、株主視点でのガバナンスを強化し、直近では配当方針の変更を行うなどの施策を進めてき
ています。

• 今回、この事業に対する経営力をさらに強化し、グループ全体の企業価値向上につなげるため、完全子
会社化を決定いたしました。これは、上場子会社という一定の制約のもとに独自の資金調達手段を保持
させるよりも、迅速かつ柔軟な経営判断を優先し、経営のOptionalityを上げた上で、個々の事業に即し
た戦略の実施やグループシナジーの追求をすべきと考えたことによるものです。

• また、金融事業は日本に安定した事業基盤を持っています。コロナ危機と共に地政学リスクが高まる中
、この事業の完全子会社化は、グローバル企業としての経営の安定につながると考えています。
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1. 人を軸とした事業ポートフォリオ

2. グループ経営の強化施策

3. 各セグメントの進化の方向性

３．各セグメントの進化の方向性

• さて、ここからは各セグメントの現状と方向性についてお話ししたいと思います。
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ゲーム
&

ネットワークサービス

ゲーム&ネットワークサービス～時間価値の追求

• まずゲーム＆ネットワークサービスについて。

• 外出自粛が続く中、ゲームをはじめとするデジタルエンタテインメントの需要は世界的に増加し
ています。

• こうした環境下、プレイステーション®ユーザーは足元で大きな伸びを示しています。一例として、
前年度第4四半期の３カ月間でサブスクリプションサービスであるプレイステーション®プラスの
会員は270万人増加し、今年３月末時点で4,150万人に達しています。重要になるのは、この獲
得したユーザーエンゲージメントを、今後も維持拡大することです。
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• その一環として当社は、年末商戦期に発売予定のプレイステーション®5（PS5™）によって、ユーザーのゲ
ーム体験をさらに進化させていきます。
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次世代機における「スピード」の進化

約100倍の読み込み速度

• PS5では、ゲームの没入感を更に高めるために、解像度の向上に加え「スピード」の進化を実現します。

• 例えば、超高速SSDとカスタム設計により、プレイステーション®4（PS4®）と比較して約100倍となるゲーム
データの読み込み速度を実現しています。

• ゲームのロードタイムをこれまでになく短くし、広大なゲームの世界をほぼ瞬時に移動することができま
す。

• これにより、ユーザーの皆様に切れ目のない没入感のあるゲーム体験を提供します。
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新ワイヤレスコントローラー
DualSense™

• また、これまで以上にプレイヤーの五感に訴えかけるゲーム体験を実現するために、コントローラーも進
化させます。

• 例えば、ハプティック技術の採用により、車が泥道を走るときの重いずっしりとした感触や、アダプティブト
リガーの搭載により、弓を引き絞るときのような緊張感のある動作を実感できるようになっています。
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次世代機における「音」の進化

• 没入感には「音」も重要な要素となります。PS5では、3Dオーディオ処理専用のユニットを搭載することで
、多様かつ複雑な3Dオーディオの表現が可能になりました。前や後ろ、上や下へ、音が自分の周りを動
き回るような感覚を体験できます。

• PS5では、「スピード」、「触感」、「音」が一体となることで、PS4での素晴らしい体験をさらに高め、次世代
機にふさわしい、これまで実現できなかったゲーム体験を提供できるようになります。

• こうした新しいゲーム体験を提供するPS5向けゲームタイトルも1st Party、3rd Partyともに準備が進んで
おり、強力なラインナップを近々ご紹介する予定です。
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Immersive
没入感

Seamless
いつでもどこでも

• 加えて、プレイステーションでは、ユーザー視点に立ち、コンソールでのイマーシブなゲーム体験、クラウ
ドでの「いつでも、どこでも」というシームレスなゲーム体験、の両方を提供していきます。
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会員数220万人以上
（2020年4月末 現在）

2014年のサービス開始以来の進化

70万+
100万+

220万+

カタログ強化

2019 2019 2020
3月末 10月末 4月末

• クラウドゲームとしては、2014年にソニーが他社に先駆けてサービスを開始したプレイステーション™ナ
ウ（PS Now）あります。

• 価格の変更やAAAタイトルを含むカタログ強化などを実施し、４月末時点では220万人を超す有料会員
数を擁するサービスへと成長しています。
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リモートプレイ

月間アクティブユーザー約2.5倍増加
＊

AndroidiOS

・・・

＊18年12月と19年12月の比較

PC/ MAC

• そして、PS Nowの技術を活用し、ユーザーがいつでも、どこでも自分のプレイステーションで追加のコス
ト無くゲームを楽しめるリモートプレイも、iOS/Android対応により、ユーザー数をおよそ2.5倍に伸ばして
います。
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音楽

音楽～アーティストに近づく

• 音楽は、EMI Music Publishingの買収による音楽出版事業の強化とストリーミング市場の伸長により、安

定成長が見込める事業となっています。一方でアーティストやカタログを巡る業界の競争は熾烈さを増し
ています。
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Sony Music Group発足
Most Talent Friendly Music Company

• 海外での音楽事業では、昨年8月に音楽制作と音楽出版を合わせたSony Music Groupを発足。
Most Talent Friendly Music Companyのビジョンのもと、レーベルと出版が力を合わせ360度全方
位からアーティストをサポートする体制としています。
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LiSA King Gnu 「鬼滅の刃」米津玄師

SixTONES

©吾峠呼世晴／集英社・
アニプレックス・ufotable

「PEANUTS」© 2020 Peanuts Worldwide LLC

• 音楽、アニメ、キャラクタービジネスなど、多様なIPの軸でヒットを創出している日本の音楽事業
においても、アーティストマネジメントは強化領域です。
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• 昨年夏には、インディーアーティストの発掘、育成、そして国内アーティストの海外配信などをサ
ポートするため、The Orchard Japanを設立しました。
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2
7

映画

©2020 Sony Pictures Entertainment, Inc. All Rights Reserved. Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life, Once Upon A Time…in 
Hollywood, Bloodshot, Little Women and Spider-Man: Far From Home are now available on Disc and Digital. Connected and 
Ghostbusters: Afterlife are coming soon to theaters. 
Check your local listings for The Good Doctor, Better Call Saul and The Crown.

映画～IPの強化とアフターコロナの備え

• 続いて映画分野です。
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PlayStationゲームの
IP活用

独自IPの再活性化

独自IPの展開とクリエイティブ強化

コンテンツ製作の継続 番組ジャンルの多角化
Octonauts

マーベルキャラクターによる
ソニー・ピクチャーズ・

ユニバース

• DTCサービスが続々と立ち上がり、コンテンツ需要が以前にも増して高まる中、ソニー・ピクチャーズでは
独自IPの展開とクリエイティブ強化への投資を行っています。

• 近年好調なマーベル・キャラクターによるソニー・ピクチャーズ・ユニバースを起用した作品作り。今後取り
組むPlayStationゲームのIPの映画・テレビ番組への展開。既に保有しているIPの再活性化。困難な環境
下でも現在も製作を続けているSony Pictures Animation。

• これらを始めとする幅広いジャンルで優れた映像エンタテインメントの製作を続けていきます。

• コロナウィルスが映像エンタテインメントの業界に及ぼす影響は、非常に大きなものとなっています。

• 我々は、クリエイティブコミュニティや、劇場などのサプライチェーンパートナーに寄り添いながら、映像コ
ンテンツの消費行動が今後どう変わって行くのかも見極め、対応していきたいと考えています。
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©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

アニメ

アニメ～One Sonyを体現するもの

• ここで、セグメントはゲーム、音楽、映画にまたがりますが、ファンが非常に強いコミュニティを形成するIP
ジャンルでもある、アニメについてお話します。

• 日本のアニメコンテンツの世界市場は過去5年で約1.5倍の伸びを見せていますが、この成長を牽引して
いるのが、現在市場の約半分を占める海外での売上です。
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アニメDTCサービス

• ソニーは、日本に本社を持つグローバルエンタテインメント企業です。

• Sony Pictures Entertainment（SPE）が運営するFunimationなど自社のアニメDTCサービス通じて、日本の
アニメを世界中のファンに届けることに、グループを挙げて貢献して行きたいと考えています。

• アニメとゲームは顧客層という意味でも親和性が高く、例えば、PlayStation™ NetworkでのFunimationの
プロモーションなどもさらに強化していく予定です。
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©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
©「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」製作委員会

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
©Aniplex Inc.

• コンテンツ制作の面ではAniplexが、今や社会現象とも呼べるヒットとなっている「鬼滅の刃」のアニメに
加え、今後同作品のモバイルゲーム、さらにPS4向けのゲーム制作も進めていきます。
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中国におけるデジタルエンタテインメントの事業拡大

約４億USドルの出資
アニメ、ゲーム中心に
更なる協業を追求

「Fate/Grand Order 
-絶対魔獣戦線バビロニア-」

などを配信

© TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT

• また、アニメIPの海外展開の一環として、すでに中国でのFate/Grand Orderの展開で協業しているBilibili
と、アニメ、ゲーム分野を中心に、資本、業務提携を行いました。

• 成長が見込まれる中国でのデジタルエンタテインメントに関しては、アニメ、ゲーム、そして音楽でも、現
地企業との幅広い関係強化に努めてまいります。
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エレクトロニクス・
プロダクツ＆
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～リモートソリューションと体質強化

• 当社が創業以来、世の中に送り出してきたエレクトロニクス製品は、ソニーというブランドを築き上げてき
た主役といえます。エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション（EP&S）セグメントは、ソニー株式会社の
商号を受け継ぎ、価値向上を目指します。
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リアリティ・リアルタイムを極める商品

• 高付加価値商品に注力してきたエレクトロニクスプロダクトの領域では、クリエイターからユーザーまで、
音と映像と通信の技術によってリアリティ・リアルタイムを極める商品・サービスを、引き続き展開して参
ります。
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「リモート」ソリューション

撮影・中継・編集 音楽ライブ中継

• こうした「リアリティ」「リアルタイム」に加えて、コロナ危機によって、人と人、人とモノとを遠隔でつなぐ「リ
モート」ソリューションへのニーズが高まっていると認識しています。

• ここではソニーが放送分野で培ってきた、撮影・中継・編集の技術の更なるリモート化、またそうしたソリ
ューションを用いた遠隔での音楽ライブなど、新しい領域にも展開できると考えています。
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「健康」への貢献

外科医療分野の
技術開発

ライフサイエンス
研究領域

精密バイラテラル制御
（研究開発）

• 人を支えるメディカル事業では、長年培ってきたイメージング、ディスプレイ、メカトロニクスの技術を活か
し、長期視点で人々の健康に貢献する取り組みを行っていきます。
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エレクトロニクス・
プロダクツ＆
ソリューション

• またコロナ危機は、このセグメントにおける商品需要やサプライチェーンに大きな影響をもたらしていま
す。こうした環境変化に応じた体質の強化にも取り組んでまいります。
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イメージング＆
センシング

ソリューション
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イメージング センシング

グローバルNo.1を堅持 グローバルNo.1を目指す

イメージング&センシングソリューション～センシングとＡＩ

• イメージング＆センシングソリューションについては、足元のスマートフォン市場の減速に伴い、設備投
資計画の見直しは行っていますが、イメージングでのグローバルNo.1を堅持しつつ、センシングでも世
界No.１をめざす、という長期目標に変更はありません。

• ToFセンサーのスマートフォンへの採用が進むなど、「人と人を繋ぐ」モバイル機器でのセンシングは今後

も採用が広がっていくと想定しています。また長期での成長が期待される「人を支える」車載向けセンシ
ングにも取り組んでいきます。
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Intelligent Vision Sensor

AI時代のキーデバイスになるイメージセンサー

• イメージセンサーは、AI時代のキーデバイスになると考えています。その一環として、先週当社では、世界
初のAI処理機能を搭載した「インテリジェントビジョンセンサー」の商品化を発表しています。
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AIセンシングソリューション提供に向けた協業

• 加えて本日は、ソニーのイメージング＆センシングの技術とマイクロソフトのAzureを組み合わせ、さまざ
まな業界の法人顧客に新たな付加価値をもたらすAIソリューションでの協業に関する共同発表も行いま
した。

• この分野では、世界最高水準にある当社の積層技術を生かし、人が見るための“イメージングデータ”か
ら、機械が学習し、判断するための“センシングデータ”へ、取得するデータを多様化し、幅広いアプリケ
ーションに取り組んで参ります。
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Unleash Human Imagination and
Creativity with AI

• また、AIという観点では、Sony AIという世界トップレベルのAIリサーチャー・エンジニア集団からなる子会
社を設立しました。

• ゲームやイメージング・センシングなど、ソニーならではの領域でAIの技術を進化させるとともに、新しい
領域への展開にもチャレンジしていきます。
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金融

金融～経営体制の強化

• 冒頭でも述べたとおり、金融事業は、感動の主体である「人」を支える事業であり、個人や家族の経済的
な「安心」に貢献する事業です。またソニーのDTCの原点でもあります。

• この度、ソニーフィナンシャルホールディングスの経営体制が強化されます。金融事業を100％のグルー

プ会社とすることと併せ、中核事業である生命保険事業のコアバリューともいえるライフプランナーのさ
らなる価値向上などの施策に取り組んでまいります。
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グループ連携の更なる加速化

ソニーCSL＊のCALC
（要因分析ツール）を用いた
マーケティング分析

新自動車保険での
AI等の技術活用

＊ソニーCSL=ソニーコンピュータサイエンス研究所

• また、これまでの事例もあるように、ソニーのテクノロジーの活用など、さらなるシナジーの実現
も目指します。
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1. 人を軸とした事業ポートフォリオ

2. グループ経営の強化施策

3. 各セグメントの進化の方向性

まとめ

• 本日はこちらの内容についてお話ししてきました。
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環境への貢献

国内初の再エネ
電力自己託送

サステナブル新素材協生農法
人間による生態系の拡張

モビリティの進化への貢献

海洋プラスチック対策
2050年

「環境負荷ゼロ」達成
2040年

再生可能エネルギー100% グローバルな外部評価

AI処理機能を搭載
消費電力削減を実現

インテリジェントビジョンセンサー

• 冒頭でも触れた通り、ソニーの社会的使命は「感動」を創り、届け続けることです。

• そして人々が感動で繋がるためには、「人」、「社会」、「地球環境」が健全であることが前提とな
ります。当社では、環境負荷の軽減につながるモビリティの進化への貢献を始め、さまざまな環
境への取り組みをおこなっています。
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新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金

医療 教育 クリエイティブ
コミュニティ

• 足下での地球規模の課題である新型コロナウィルスへの対応としては、先日、「医療」、「教育」、
「クリエイティブコミュニティ」への支援を目的とする1億ドルのグローバル支援基金を立ち上げまし
た。
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エムスリー社との協業 人工呼吸器の生産支援

ソニーグローバルマニュファクチャリング&
オペレーションズ

フェイスシールド製造

医療分野における新型コロナウイルス対策支援

• 関連する具体的なアクションとして、医療の最前線への貢献を主眼としたエムスリーとの協業や
人工呼吸器の生産支援や医療現場向けのフェイスシールドの提供を行っています。
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教育分野における新型コロナウイルス対策支援

子供向けオンライン教材
/工作レシピの公開 学童へのMESH貸し出し KOOV教材の無償提供

• また教育の領域では、プログラミング教育キットの無償提供など教育へのアクセスが制限された
子どもたちへの支援、
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ゲームタイトルの無料配信*、
創作活動支援のための基金設立

＊特定タイトル、期間限定

360 Reality Audioを活用し
Music.comが主催する

アーティスト支援活動に参画

ゲーム、音楽、映画など
クリエイティブコミュニティに対する支援

• 困難な状況にあるアーティストやゲームデベロッパーへの支援、などを既に実行しています。
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マイリー・サイラスによる
インスタグラム
ライブショー

ディプロによる
インスタグラム
ライブショー

エンタテイメントを通じた啓発や支援事例

H.E.R.による
”Girls With Guitars”
インスタグラム
ライブショー

• このほか、ソニーと関係の深いアーティストやクリエイターがそれぞれのファンに向かって行動
変容や社会の連帯を呼びかける自発的な活動も展開されています。
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「人」「地球」への貢献
People Planet

• ソニーは今後も、事業活動や様々な社会支援を通じて、「人」、「社会」、「地球」に貢献していき
たいと思います。

• ご清聴ありがとうございました。
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将来に関する記述等についてのご注意
このスライドに記載されている、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、感染症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。新型コロナウイルス感染拡大は、上記のリスク及び不確実な要素の多くに悪影響を与える可能性があります。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
このスライドに記載されている、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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