


株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。
2007年のサブプライムローン問題に端を発した金融危機は世界経済に混乱をもた

らし、2008年秋以降、世界の経済情勢はこれまでになく一段と厳しいものとなりまし
た。ソニーを取り巻く事業環境についても、世界的な景気後退にともなう需要の減少
や価格競争の激化、円高の進行、日本の株式相場の大幅下落など、厳しいものとなり、
2008年度（2008年4月1日から2009年3月31日まで）の連結業績は、営業損益・当期
純損益ともに損失を計上する結果となりました。
ソニーは、2009年度も引き続き予想される厳しい事業環境に対処するために、エレ
クトロニクス事業を中心に、スピードと収益性に主眼をおいた事業構造の変革に向け
た施策を実行しています。この一環として、エレクトロニクス事業においては、すでに
実施してきた生産調整、在庫圧縮、経費等諸費用の削減などの短期的な施策に加え、
投資計画の削減・延期、不採算・非戦略事業の縮小・撤退、国内外製造事業所の再編、
人材の再配置・人員の削減などを行っていきます。さらに、エレクトロニクス以外の
事業においてもグループ全体での構造改革の実施および広告宣伝費、物流費、その
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他諸経費の大幅な削減を実施していきます。なお、これらの施策は順調に進捗してお
り、2009年度のグループ全体での費用を2008年度に比べて3,000億円超削減すべく
施策を実行中です。
また、本年4月1日付で、エレクトロニクス事業とゲーム事業のオペレーションの抜
本的改革を目的とした機構改革を実施しました。エレクトロニクスとゲームの両事業
を戦略的に統合することにより、ネットワークにつながる製品やサービスを創出する
ための体制強化を図るとともに、ソフトウェア技術と製造・物流・資材調達に関する
二つの横断的な機能を設置し、ネットワーク対応の製品とサービスを、共通のユー
ザーインターフェースでシームレスに連携し、コスト効率良く迅速にお客様にお届け
することをめざします。
ソニーは、収益力改善と競争力強化に向けた諸施策を着実に実行し、業績の回復
に全力を尽くしてまいる所存でございますので、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。

2009年6月

ハワード・ストリンガー
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業績ハイライト 

2008年度連結業績

当年度の連結業績については、世界的な景気後退、円高、日本の
株式相場下落などの影響により、売上高および営業収入（売上
高）は前年度比12.9％減少し、損益面でも損失を計上する結果と
なりました。

営業損益は、前年度比7,031億円悪化し、2,278億円の営業損失
となりました。営業損益の主な悪化要因には、米ドルおよびユー
ロに対する円高による影響約2,790億円、ソニー・エリクソン（携
帯電話事業の合弁会社）など持分法適用会社の業績悪化の影響

2008年度期末配当金
2009年5月13日開催の取締役会決議により、前年度と同額の1株
につき12円50銭とし、本年6月2日を支払開始日とすることを決定
しました。2008年12月に1株につき30円（特別配当10円を含む）
の中間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は42円
50銭となります。

1,259億円および主として日本の株式相場の大幅下落の影響に
よる金融分野における損益悪化の影響538億円が含まれていま
す。また、当年度は754億円（前年度は473億円）の構造改革費
用を営業費用として計上しました。

当期純損益は、前年度にソニーフィナンシャルホールディングス
㈱の上場にともなう株式の募集・売出しによる持分変動益810億
円を計上したことなどにより営業外収支が悪化した一方、法人税
等で727億円の税金費用の戻し入れを計上したことにより、前年
度の3,694億円の利益に対して、989億円の損失となりました。

売上高および営業収入 7兆7,300億円 （ -12.9%）
営 　 業 　 損 　 失 2,278億円 （ ̶ ）
税　引　前　損　失 1,750億円 （ ̶ ）
当　期　純　損　失 989億円 （ ̶ ）

＊（　）は前年度比
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売上高 営業損益 当期純損益

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

77,300

1,504

△2,278

4,753
88,714

82,957

1,263

△989
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売上高構成比

エレクトロニクス2008年度
65.1%

ゲーム
12.7%

映画
9.3%

金融 6.8%

その他 6.1%

オーディオ（9%）

ビデオ（21%）

テレビ（25%）

情報・通信（19%）

半導体（4%）
コンポーネント（13%）

その他（9%）

日本 24.2%

米国
欧州 23.6%25.7%

その他
地域

26.5%

2008年度

（注1） ビジネス別および地域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。
（注2） 地域別の売上高構成比は、顧客の所在地別に表示されています。

ビジネス別 地域別
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ビジネス別営業の概況

売上高 営業利益（損失）
2007年度 2008年度 増減率 2007年度 2008年度 増減率

億円 億円 % 億円 億円 %
■ エレクトロニクス 66,138 54,880 -17.0 4,418 （1,681） －
■ ゲーム 12,842 10,531 -18.0 （1,245） （585） －
■ 映　画 8,579 7,175 -16.4 585 299 -48.9

■ 金　融 5,811 5,382 -7.4 226 （312） －
■ その他 3,822 5,396 +41.2 608 304 -50.1

■ 配賦不能費用控除・
　 セグメント間取引消去 （8,479） （6,064） － 161 （303） －

■ 連　結 88,714 77,300 -12.9 4,753 （2,278） －

以下の説明における各分野の売上高はセグメント間取引消去前のもので、各分野の営業利益（損失）は配賦不能費用控除・
セグメント間取引消去前のものです。
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オーディオ、ビデオ、テレビ、情報・通信、半導体、コンポーネントなどから 
構成されています。

エレクトロニクス分野

売上高 営業損益

（単位：億円）

売上高（5兆4,880億円）　前年度比17.0％の減少
　・  外部顧客に対する売上は前年度比15.2％の減少
　・   製品別では、販売台数が増加した液晶テレビ「BRAVIA」が増収、ビデオ

カメラ「ハンディカム®」、コンパクトデジタルカメラ「サイバーショット」、 
PC「VAIO」が大幅な減収

　・   すでに事業から撤退している液晶リアプロジェクションテレビとブラウン管
テレビの売上が前年度に含まれていたことも減収の要因

営業損失（1,681億円）　前年度比6,099億円の悪化
　・   円高の影響、事業環境の悪化および価格競争の激化による原価率の

悪化、主にソニー・エリクソンに関する持分法による投資損益の悪化などに
より損失を計上

　・   製品別では、コンパクトデジタルカメラ「サイバーショット」、PC「VAIO」、
液晶テレビ「BRAVIA」、ビデオカメラ「ハンディカム®」などが大幅な減益

4,418

△1,681

54,880

66,138

2007 2008 2007 2008
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製品ラインアップ　製品の詳細につきましては、ソニー製品情報ウェブサイト（http://www.sony.jp/）をご覧ください。

CMOSイメージセンサー
「Exmor R」

デジタルカメラや携帯電話に広く使用されるようになった
CMOSイメージセンサーは、CCDと並ぶ代表的な固体撮像素子
です。ソニーは、世界で初めて「裏面照射型構造」を採用した
CMOSイメージセンサー「Exmor R」を開発し、暗所でもノイズ
の少ない高画質なハイビジョン撮影を実現しました。

AVCHD HDD デジタルハイビジョン
「ハンディカム®」　HDR-XR520V

「Exmor R」を世界で初めて搭載したビデオカメラです。新開
発の「光学式手振れ補正機能」により、歩きながら撮影しても
ブレの少ない映像を記録できます。
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液晶テレビ「BRAVIA」
KDL-46V5

同等の従来機種であるV1シリーズと比べ、消費電
力を約40%削減しました。人の動きを感知し、映
像のオン・オフを自動で切り替える「人感セン
サー」や、スイッチ1つで電源オフ時の電力をほぼ
ゼロに抑える「主電源スイッチ」などの省エネ機能
を搭載しました。

ブルーレイディスクレコーダー
BDZ-A950

好みのテレビ番組の録り逃しを防ぐ「気になる検
索」「x-おまかせ・まる録」などの多彩な録画機
能を搭載しています。インターネットによる映像
配信サービス「アクトビラ ビデオ」にも対応して
おり、家にいながらビデオのレンタルや購入など
ができます。

デジタルフォトフレーム　「S-Frame」
Xシリーズ　DPF-X1000/X800

従来比約15倍の高コントラストを実現した、新開発
「TruBlack（トゥルーブラック）ディスプレイ」を搭
載し、写真本来の黒の深みをより忠実に再現する
とともに、外光による映り込みを大幅に軽減しま
した。スライドショー機能を強化したほか、画像
選択に便利な「絞込み検索」機能などを新たに搭
載しました。
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PC「VAIO」 type P
VGN-Pシリーズ

「ウォークマン®」
NW-X1000シリーズ

コンパクトデジタルカメラ
「サイバーショット」　DSC-HX1

Cyber-shot™ケータイ S001
（KDDI向け）

片手でつかめるサイズに、打ちやす
いキーボードと高精細8型ウルトラ 

ワイド液晶を搭載した「ポケットスタ
イルPC」です。気軽に持ち歩けるデ
ザインで、約634グラムの軽さを実現
しました。

フルデジタルアンプ、デジタルノイズ
キャンセリング機能などの高音質技
術を搭載することで原音に近いクリ
アなサウンドを実現するとともに、有
機ELディスプレイの採用により高画
質な動画・静止画再生が可能となり
ました。

歪みの少ないフル画像サイズで秒間
10枚の高速連写と、最大224度のパ
ノラマ撮影を実現しました。連写し
ながらカメラを一振りするだけで、カ
メラ本体内でパノラマ画像を約1秒
で自動的に作成することができます。

有効808万画素の高画質カメラや有
機ELディスプレイを搭載し、写真な
どを美しく撮影・表示することができ
ます。また、世界182ヵ国・地域で
音声通話が可能な「グローバルパス
ポート」にも対応しています。

携帯電話
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱

10



売上高 営業損益

（単位：億円）

売上高（1兆531億円）　前年度比18.0％の減少
　・   ハードウェアについては、米ドルおよびユーロに対する円高の影響に加え、
「プレイステーション 2」（PS2®）の売上数量が前年度比で減少したこと 

などにより、全体で減収
　・   ソフトウェアについては、「プレイステーション 3」（PS3®）用ソフトウェアの

増収があったものの、米ドルおよびユーロに対する円高の影響、PS2用
ソフトウェアの減収により、全体で減収

営業損失（585億円）　前年度比661億円の損失縮小
　・   PS2ビジネスの減収の影響があったものの、ハードウェアのコスト改善 

およびソフトウェアの売上の増加にともなうPS3ビジネスの損益改善により、 
営業損失は縮小

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントによる家庭用ゲーム機およびソフト
ウェア事業で構成されています。

ゲーム分野

△1,245

△585

10,531

12,842

2007 2008 2007 2008
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PlayStation®Network「プレイステーション 3」
（CECHL00）

80GBの大容量HDDと振動機能対応ワイヤレス
コントローラを標準装備。ブルーレイディスクで
提供される豊富なゲームタイトルを楽しめるほか、
PlayStation Networkにつなげることで、ユーザー
間でのオンラインプレイやコミュニケーションに
加え、コミュニティサービスPlayStation®Homeや
新たなライフスタイルを提案するLife with 

PlayStation®などが利用可能。ネットワーク接続
によりPS3の世界が一段と拡がります。

PS3やPSPをインターネットにつないで楽しめる
サービス。55以上の国と地域でサービスを展開、
2009年2月には累計アカウント登録数が2,000万
を突破しました。ゲーム・体験版をはじめアニ
メ・映画など多彩なコンテンツがダウンロードで
きるほか、PlayStation®ならではのネットワーク
サービスを楽しむことが可能です。

PSP®「プレイステーション・ポータブル」
（PSP-3000シリーズ）

PSP-1000発売からの累計売上台数が5,000万
台を突破。さらに進化したPSP-3000には、圧
倒的な映像クオリティを追求した液晶ディスプ
レイと内蔵マイクを搭載。2008年10月より、
PSPの無線LAN機能を使って直接PlayStation 

Networkからゲームコンテンツのダウンロード
が可能となり、PSPの利便性がさらに高まりま
した。

©2009 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

＊製品・サービスの詳細につきましては、プレイステーション®オフィシャルサイト（http://www.jp.playstation.com/）をご覧ください。
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売上高（7,175億円）　前年度比16.4％の減少
　・   世界的な景気後退などにともないDVDソフト市場の縮小が加速している

ことに加え、当年度においてDVDソフトとして発売された映画作品本数
が減少したことにより、分野全体で減収

　・   前年度において、過去における映画作品やテレビ番組のライセンス供与
先に対する破産債権の売却があったことも減収の要因

　・   当年度の売上に貢献した劇場公開作品：
　　 「ハンコック」、「007／慰めの報酬」、「Paul Blart: Mall Cop」など

営業利益（299億円）　前年度比48.9％の減少
　・   米国外での番組配信事業における広告収入の増加がテレビ番組の営業利益

に貢献した一方、DVDソフトが減収となったこと、前年度に上記の破産
債権の売却があったことなどにより減益

売上高 営業利益

（単位：億円）

米国を拠点とするソニー・ピクチャーズエンタテインメントによる映画および 
テレビ番組などの事業で構成されています。

映画分野

299

7,175

8,579

585

2007 2008 2007 2008
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サブウェイ123
© 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.

1974年公開の傑作サスペンス『サブウェイ・パニック』
を、デンゼル・ワシントン、ジョン・トラボルタの 

2大俳優主演でリメイク。武装した犯人グループに
ハイジャックされたニューヨークの地下鉄を舞台に、
地下鉄職員とハイジャック犯との手に汗握る駆け引き
が繰り広げられる、サスペンス・アクション大作です。
（2009年9月　日本公開予定）

2012
© 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.

2012年、地球が滅亡する…。古代マヤ文明のマヤ暦
が2012年12月に終わっていることをモチーフにした
パニック映画です。大天災が起こり、地球が滅亡に
向かう中、生き残ろうとする人々の懸命な闘いが始ま
ります。（2009年12月　日本公開予定）

天使と悪魔
© 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.

全世界が熱狂した『ダ・ヴィンチ・コード』から3年、
待望の続編が遂に映画化されました。前作に続き
トム・ハンクスが演じるハーヴァード大学の宗教象徴
学者が、ヴァチカンに集まった4人の新ローマ教皇
候補を殺害すると予告した秘密結社イルミナティの
企みを阻止するため、ガリレオの残した暗号に挑む
ミステリー大作です。（2009年5月15日　日本公開） 14



ソニー生命保険㈱（ソニー生命）、ソニー損害保険㈱、ソニー銀行㈱などを傘下に
おくソニーフィナンシャルホールディングス㈱（SFH）および㈱ソニーファイナン
スインターナショナルによる金融事業で構成されています。

金融ビジネス収入（5,382億円）　前年度比7.4％の減少
　・   ソニー生命の減収により、分野全体で減収
　・   ソニー生命の収入は、保有契約高の堅調な推移により保険料収入は増加

したものの、当年度における日本の株式相場の下落幅が前年度の下落幅
を上回った結果、一般勘定における新株予約権付社債の評価損・株式の
減損の拡大、特別勘定における運用損失の拡大により減収（前年度比
7.2％減少の4,305億円）

営業損失（312億円）　前年度比538億円の悪化
　・   主に日本の株式相場の大幅な下落にともなうソニー生命の損益の悪化
（前年度の115億円の利益に対し、当年度は298億円の損失）により、分野
全体で損失を計上

金融ビジ
ネス収入 営業損益

（単位：億円）

金融分野

226

△312

5,382
5,811

2007 2008 2007 2008

＊ 上記のソニー生命の業績は米国会計原則に則って算出されていますので、
SFHおよびソニー生命が日本の会計原則に則って個別に開示している 
業績とは異なります。
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米国のソニー・ミュージックエンタテインメント（SME）および㈱ソニー・ミュー
ジックエンタテインメント（SMEJ）による音楽制作事業、ソネットエンタテインメ
ント㈱（So-net）によるネットワークサービス関連事業などで構成されています。

売上高（5,396億円）　前年度比41.2％の増加
　・   2008年10月1日以降、ソニー BMG（音楽制作事業の合弁会社）がソニー

の100％子会社（SME）として連結されたことにより増収
　・   SMEが連結された影響を除くと、So-netにおけるブロードバンド接続

サービスの課金収入の増加があったものの、SMEJの売上が減少したこと、
前年度において著作権侵害にともなう賠償金請求に関する和解金の受領
があったことなどにより、その他の売上は減少

　・   SMEJの当年度の売上に貢献した音楽作品：  
YUIの「I LOVED YESTERDAY」、いきものがかりの「My song Your song」、 
中島美嘉の「VOICE」など

営業利益（304億円）　前年度比50.1％の減少
　・   前年度において、ドイツ・ベルリン市の都市型複合施設「ソニー・センター・

アム・ポツダマープラッツ」の売却益100億円の計上や上記の和解金の 
受領があったことなどにより減益

売上高 営業利益

（単位：億円）

その他

608

304

5,396

2007 2008 2007 2008

3,822
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主要連結財務データ
2006年度 2007年度 2008年度

百万円 百万円 百万円
売上高および営業収入 8,295,695 8,871,414 7,729,993

営 業 利 益（損失） 150,404 475,299 （227,783）
税引前利益（損失） 180,691 567,134 （174,955）
当期純利益（損失） 126,328 369,435 （98,938）
基本的１株当たり当期純利益（損失）（円） 126.15 368.33 （98.59）
設備投資額 414,138 335,726 332,068

研究開発費 543,937 520,568 497,297

総 資 産 11,716,362 12,552,739 12,013,511

純 資 産 3,370,704 3,465,089 2,964,653

１株当たり純資産（円） 3,363.77 3,453.25 2,954.25

（注） 2008年度より、持分法による投資損益を営業損益の一部として表示しています。これにともない、本報告書における過年度の営業損益（各分野の営業損益を含む）および
税引前損益を2008年度の表示に合わせて組み替え再表示しています。
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取締役および執行役（2009年5月1日現在）

取締役

Howard Stringer
ハワード・ストリンガー 中　鉢　良　治

＊小　林　陽太郎 ＊橘・フクシマ・咲江

＊宮　内　義　彦 ＊山　内　悦　嗣

＊Peter Bonfield
ピーター・ボンフィールド

＊住　田　笛　雄

＊張　　　富士夫 ＊安　田　隆　二

＊内　永　ゆか子 ＊矢　作　光　明

＊謝　　　正　炎
サンヤン・シェー

＊Roland A. Hernandez
ローランド・ヘルナンデス

執行役

代表執行役 会長 兼 社長 ※Howard Stringer
　ハワード・ストリンガー（CEO）

代表執行役 副会長 ※中　鉢　良　治
（本社機能におけるCEOの補佐、製品安全・品質、環境担当）

代表執行役 ＥＶＰ（注2） 大根田　伸　行
（CFO）

執　行　役 副社長 中　川　　　裕
（エレクトロニクス事業・ゲーム事業における製造、物流、資材オペレーション担当）

執　行　役 副社長 吉　岡　　　浩
（コンスーマープロダクツ＆デバイスグループ担当）

執　行　役 ＥＶＰ 木　村　敬　治
（知的財産、情報システム、B2Bソリューション事業、ディスク製造事業担当）

執　行　役 ＥＶＰ Nicole Seligman
　二コール・セリグマン（ジェネラル・カウンセル）

執　行　役 ＥＶＰ 平　井　一　夫
（ネットワークプロダクツ＆サービスグループ担当）

（注1）※は取締役を兼務する者です。
（注2）2009年6月19日開催予定の取締役会の決議を経て、副社長に昇任予定です。

（注） ＊は社外取締役です。
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CSR（企業の社会的責任）の取り組み

　ソニーは、事業資産である製品、技術、イノベーションと社員の力、さ
らにはステークホルダーとのパートナーシップを活用し、ソニーの得意
とする科学や音楽、映像の分野を中心に時代や社会のニーズに応えるこ
とを社会貢献活動の方針としています。
　教育助成活動への取り組みは、創業者の井深大と盛田昭夫が1959年

に「ソニー理科教育振興資金」を開始して以来、50年間にわたり続けら
れています。1972年には、この事業を継続的に発展させるため財団法
人ソニー教育振興財団を設立（現：財団法人ソニー教育財団）。今日ま
でに5,172校の小中学校に教育資金を贈呈し、教育助成は総額約13億
4,000万円、教育機器の贈呈は総額約15億5,000万円に上ります。
　また、グローバルな社会課題の解決に向けた取り組みも始めていま
す。南アフリカにおける識字力向上を支援する「南アフリカ図書館車
プロジェクト」では現地の
NPO法人とパートナーシッ
プを組み、運営資金の寄付の
ほか、2008年度はソニー
グループ6社の社員より約
5,000冊の中古児童書を
寄贈しました。

社会貢献活動への取り組み

ソニーのCSRの考え方

ソニーは、コーポレートガバナンス（企業統治）・コンプライアンス
（法令その他の規範を遵守すること）・品質管理体制の強化、健全な
雇用・労働環境の実現、環境保全活動、社会貢献活動などを通じて、
For the Next Generation（次世代のために）の精神のもと、グループ
全体でCSR活動に取り組んでいます。
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　ソニーは持続可能な社会の実現に貢献するため、「ソニーグループ環
境ビジョン」を制定し、グループ全体で環境経営を推進しています。グ
ローバルで統合された環境マネジメント体制を構築、統一した環境目標
の進捗を把握し、効率的な管理を行っています。
　製品の環境負荷低減では、動作時・待機時消費電力や資源使用量の
削減、化学物質の管理にも取り組んでいます。2008年7月に日本で発
売した液晶テレビ「BRAVIA」KDL-32JE1は、バックライトの発光効率や
光学フィルムの光の透過率を高めることで、“省エネ5つ星”の基準となる

省エネ基準達成率（＊1）164％を大きく上回る達成
率232%を実現し、9月にはグリーンIT推進協議
会によるグリーンITアワード2008審査員特別賞
を受賞しました。2009年2月には、世界初の
HCFLバックライトを採用して消費電力を従来比

約40％削減するとともに、手軽に節電できる「人感センサー」を搭載した
「BRAVIA」V5シリーズ（写真）を発売し、海外市場にも展開しています。
　また、事業所においても省エネルギー化や資源の有効活用などを推
進しています。本社ビルでは、半導体工場で構築した高効率熱源シス
テムをはじめとした省エネルギー技術を採用し、一般的なオフィスビル
に比べてCO2排出量を約48％削減しています（＊2）。再生可能エネルギー
の導入にも積極的に取り組み、国内においては風力・バイオマス発電など
によるグリーン電力をグループ各社で幅広く導入し、グリーン電力証書
の年間契約量は国内最大規模となる5,549万kWhに達しました（＊3）。
この取り組みが評価され、2008年11月には第13回新エネ大賞資源エ
ネルギー庁長官賞を受賞しました。 

環境問題への取り組み

＊1  省エネ法に基づいて製品区分ごとに定められた年間消費電力量の基準値に対する達成率を表
す数値。同法に定められた32V型同区分の液晶テレビでは、年間消費電力量200kWh/年が
100％に相当。達成率100%であれば省エネ基準を達成していることを表し、数値が大きいほ
ど省エネ性能が高いことを示す。文中の数値は、2008年度基準に対する評価。

＊2 2007年度実績、ソニー調べ。
＊3 2009年3月末時点。
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株式の状況（2009年3月31日現在）

発行可能株式総数 3,600,000,000株
発行済株式の総数 1,004,535,364株
株　主　数 761,242名

単 元 株 式 数 ： 100株
上場証券取引所 ：（国内）東京・大阪

（海外）ニューヨーク・ロンドン

株式の所有者別状況

2006年度
（2007年3月31日現在）

2007年度
（2008年3月31日現在）

2008年度
（2009年3月31日現在）

千株 名 千株 名 千株 名
外 国 人 528,218 1,380 508,166 1,371 391,611 1,394

金 融 機 関 198,776 269 216,108 297 254,990 269

個人・その他 231,442 624,770 234,246 633,045 311,695 755,092

一 般 法 人 33,163 4,054 31,101 4,108 35,954 4,419

証 券 会 社 11,297 81 14,822 124 10,286 68

合 計 1,002,897 630,554 1,004,443 638,945 1,004,535 761,242
（％）

2006年度

2007年度

2008年度

52.7 19.8 23.1

50.6 23.321.5 3.1

1.1

1.5

39.0 31.025.4 3.6

1.0

3.3

外国人
金融機関
個人・その他

一般法人
証券会社
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株主メモ

ソニー株式会社　IR部門 SR部 

〒108-0075　東京都港区港南1丁目7番1号

企業情報などに関するお問い合わせ先

携帯電話・PHSなど、ナビダイヤルがご利用になれない場合：03-6748-2111（代表）

＊ 受付時間  9:30～17:30（土日・祝日および会社休業日を除く）
＊ 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

0570-010-222（株主ナビダイヤル）

Kabu_net@jp.sony.com（株主Eメール）

投資家情報ウェブサイト
http://www.sony.co.jp/IR/

トップマネジメントからのメッセージや業績、
新製品・新技術などの情報をタイムリーに
提供しています。

アニュアルレポートのご請求
2009年8月頃に発行予定の「アニュアルレ
ポート2009」（年次報告書）の送付をご希望
の方は、投資家情報ウェブサイト、または 

下記の専用電話よりご請求ください。
 0120-122-234（通話料無料）
＊受付時間　9:30～17:30（土日・祝日も受付）
＊受付期限　2009年7月31日まで

2009年1月5日より実施されました株券電子化にともない、株主様の各種お手続き（住所変更、配当
金の振込指定、単元未満株式の買取・買増請求など）の窓口については、株主様の株式の所有状況に
よって異なりますので、ご留意ください。

証券会社に口座を
開設されている株主様 当該証券会社にお問い合わせください。

「特別口座＊」に
記録されている株主様

当社の特別口座管理機関（兼 株主名簿管理人）である
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部にお問い合わせください。
〒137-8081　東京都江東区東砂7丁目10番11号

0120-232-711（通話料無料）

株式事務に関するお問い合わせ先

＊  株券電子化実施日において「株式会社証券保管振替機構（ほふり）」をご利用でない株主様の株式は、当社が当該株主様の名義で
開設した「特別口座」に記録されています。
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