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＊各年度第２四半期の実績

業績ハイライト

平均為替レート
2012年度
第２四半期

2013年度
第２四半期 変化率

円 円 ％

１米ドル 78.6 98.9 20.5（円安）
１ユーロ 98.4 131.1 24.9（円安）

2013年度第２四半期連結業績のお知らせ （2013年７月１日から2013年９月30日まで）

連結売上高は、為替の好影響とスマートフォン事業の好調な業績などにより前年同期比
で大幅に増加。

連結営業利益は、主に映画分野、イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野及び	
デバイス分野の損益悪化により大幅に減少。
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（注１）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。

（注１）	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。
（注２）		イメージング・プロダクツ&ソリューション分野のうち、デジタルイメージング・プロダクツカテゴリーにはコンパクトデジタルカメラ、

ビデオカメラ、レンズ交換式一眼カメラ、プロフェッショナル・ソリューションカテゴリーには放送用・業務用機器などが主要製品と
して含まれています。モバイル・プロダクツ&コミュニケーション分野のうち、モバイル・コミュニケーションカテゴリーには携帯電
話、パーソナル・モバイルプロダクツカテゴリーにはPCなどが主要製品として含まれています。

日本、米国及び中国以外の各区分に属する主な地域
■	欧州：	 イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、スペイン、スウェーデン
■	アジア・太平洋地域：	 インド、韓国、オセアニア
■	その他地域：	 中近東/アフリカ、ブラジル、メキシコ、カナダ

地域別
2013年度
第２四半期
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イメージング・プロダクツ
＆ソリューション ゲーム 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 デバイス 映画 音楽 金融左：2012年度第２四半期
右：2013年度第２四半期

売 上 高

営業利益
（損失）
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ビジネス別営業の概況 以下の説明における各分野の売上高及び営業収入（売上高）はセグメント間取引消去前のものであり、
また各分野の営業損益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。

売 上 高  1,755億円 前年同期比 6.9％の減少

イメージング・プロダクツ
＆ソリューション分野

減収の要因	
市場縮小の影響を受けたビデオカメラ及びコンパクトデジタル
カメラの大幅な販売台数の減少など

営業利益  △23億円 前年同期比 45億円の悪化
損益悪化の要因
上記のビデオカメラの減収の影響など

売 上 高  4,186億円 前年同期比 39.3％の増加

モバイル・プロダクツ
＆コミュニケーション分野

増収の要因 
為替の好影響、ならびにスマートフォンの販売台数の大幅な
増加及び平均販売価格の上昇など

営業利益  △９億円 前年同期比 222億円の改善
損益改善の要因 
上記のスマートフォンの増収など

売 上 高  2,638億円 前年同期比 11.8％の増加

営業利益  △121億円 前年同期比 37億円の改善

ホームエンタテインメント
＆サウンド分野

増収の要因
為替の好影響など

損益改善の要因
構造改革費用（純額）が前年同期に比べ31億円減少した	
ことやテレビの費用の削減など

売 上 高  1,557億円 前年同期比 5.1％の増加

営業利益  △８億円 前年同期比 31億円の悪化

増収の要因
為替の好影響など

損益悪化の要因 
PlayStation®Vitaの戦略的価格改定及び為替の悪影響
など

ゲーム分野

（単位：億円）

売 上 高  2,081億円 前年同期比 16.7％の減少

営業利益  119億円 前年同期比 179億円の減益

デバイス分野

減収の要因 
ゲーム向けシステムLSIの減収及び2012年９月に売却した
ケミカルプロダクツ関連事業の売上が計上されなくなった
ことなど

減益の要因
前年同期にケミカルプロダクツ関連事業の売却益が計上
されていたこと及び2011年度に発生したタイの洪水による
損害や損失に対する保険収益（純額）が前年同期に比べ大幅
に減少したことなど

売 上 高  1,150億円 前年同期比 15.9％の増加

営業利益  97億円 前年同期比 18億円の増益

増収の要因
米ドルに対する円安の好影響など

増益の要因
米ドルに対する円安の好影響及び音楽制作においてデジタル
配信売上の増加が続いていることや多くのヒット作品があった
ことなど

音楽分野

金融ビジネス収入  2,450億円 前年同期比 5.9％の増加

営業利益  392億円 前年同期比 80億円の増益

金融分野

増収の要因
主にソニー生命保険㈱（ソニー生命）の増収
●			日本の株式相場が前年同期は若干下落したのに対して
当四半期は上昇したことにともない、特別勘定及び一般
勘定における運用損益が大幅に改善したことなど

増益の要因
主にソニー生命の増益
●			上記の一般勘定の運用損益が改善したことなど

売 上 高  1,778億円 前年同期比 9.1％の増加

営業利益   △178億円 前年同期比 256億円の悪化

映画分野

増収の要因
米ドルに対する円安の好影響など

損益悪化の要因
映画製作におけるテレビ局向けライセンス収入、映像ソフト
収入及び劇場興行収入の減少など
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新商品情報 ソニー製品情報ウェブサイト	http://www.sony.jp/
ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」	http://store.sony.jp/

スマートフォン Xperia™ Z１
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。

詳細はこちらへ

4K対応液晶テレビ ブラビア™
X8500Aシリーズ

フルHDの４倍の解像度を持つ4K対応液晶テレビのライン
アップに、シンプルな本体デザインを採用した２機種（65V型と
55V型）を追加。4K対応超解像エンジン4K	X-Reality®	PROに
よりハイビジョン放送やブルーレイディスクのフルHD映像など
を4K解像度の高画質映像に変換します。また、トリルミナス®
ディスプレイを採用しており、色彩豊かな4K映像を再現します。

詳細はこちらへレンズスタイルカメラ
DSC-QX100／DSC-QX10
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。

スペシャルサイトへ

PlayStation®４ 
（プレイステーション４）
高い描写力と処理性能、 様々なソーシャルとの融合、
PlayStation®Vita（PS	Vita）や様々なモバイル端末との連携を
実現し、	“最高の遊び場”として、いままでにない新しいゲーム
体験をお楽しみいただけます。表現力豊かで没入感のある
ゲーム体験や各種サービスを通じ、「プレイステーション」	
ならではの豊かなエンタテインメントを提供いたします。
北米では11月15日の発売から24時間で売上100万台を達成し
ました。
©2013	Sony	Computer	Entertainment	Inc.	All	rights	reserved.
Design	and	specifications	are	subject	to	change	without	notice.

レンズ交換式デジタル一眼カメラ
『α７』シリーズ
世界で初めて※35mmフルサイズイメージセンサーを搭載した
ミラーレス一眼カメラです。一般的なフルサイズイメージ
センサー搭載のレンズ交換式デジタル一眼カメラと比較して
約1/2の軽量・コンパクトなボディに、新開発の画像処理エンジン
を搭載することで、高速・高精度オートフォーカスと、さらなる
高画質を実現しています。
※		オートフォーカス機能を搭載したノンレフレックス型レンズ交換式デジタル
カメラとして（2013年10月発表時点）。

詳細はこちらへ

PlayStation®Vita TV 
（プレイステーション ヴィータ TV）
PS	Vitaのチップセット、システムソフトウエアを採用し、TVに接
続するプレイステーションプラットフォームとしては最小サイズ
を実現。小さい筐体ながらも、ネットワークに繋ぐだけで、各種
動画配信サービスに加えて、PS	Vita専用のゲームならびに各
種ネットワークサービスをお楽しみいただけます。
©2013	Sony	Computer	Entertainment	Inc.	All	rights	reserved.
Design	and	specifications	are	subject	to	change	without	notice.

詳細はこちらへ
デジタルカメラ＂サイバーショット”
RX10
カメラボディに高性能ズームレンズを組み込んだ一体型設計と
することで、広角から望遠撮影、さらには接写撮影まで１台で
多彩なシーンに応えます。1.0型の裏面照射型CMOSイメージ
センサーExmor	R®や、新開発の画像処理エンジンの搭載により、
高い暗所性能に加え、質感や高精細感を忠実に再現します。

ヘッドマウントディスプレイ
“Personal 3D Viewer” HMZ-T3W

ハイビジョンの映像を非圧縮でワイヤレス伝送できる技術
WirelessHD™※やバッテリーユニットを新たに採用することで、
AVラックからの長いケーブル接続を不要にし、映像視聴の自由
度を高めました。AV機器との接続に加え、スマートフォンやタブ
レットなどのモバイル機器と接続して、インターネット動画などの
コンテンツも映画館クラスの迫力ある仮想ワイドスクリーンでお
楽しみいただけます。
※	WirelessHD™はSilicon	Image,	Inc.の登録商標です。

詳細はこちらへ

スペシャルサイトへ

スペシャルサイトへ
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http://www.sony.jp/ichigan/introduction/ILCE-7R/
http://www.sony.jp/cyber-shot/rx/rx10/
http://www.sony.jp/cyber-shot/qx/
http://www.sonymobile.co.jp/
http://www.jp.playstation.com/ps4/
http://www.jp.playstation.com/psvitatv/
http://www.sony.jp/bravia/lineup/series/x8500a-series.html
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キャプテン・フィリップス
©2013	Columbia	Pictures	Industries,	Inc.	All	rights	reserved.

2009年ソマリア沖でコンテナ船が海賊に襲
撃された。乗組員20人の解放と引き換えに、
船長リチャード・フィリップスは自らが人質と
なる。身代金を要求する海賊と漂流した緊迫
の４日間を、トム・ハンクスとポール・グリーン
グラス監督のタッグで描いた実話の映画化。
（2013年11月29日　日本公開）

ワン・ダイレクション
「ミッドナイト・メモリーズ」
全世界トータル・セールス3,200万、日本でも
アルバムが80万を突破した世界No.１スーパー・
グループ＝ワン・ダイレクション（１D）の３作目
となるオリジナル・アルバム。11月には3D映画
『ワン・ダイレクション	THIS	IS	US』が全国で
公開となり、初の来日公演も開催。１D旋風を
巻き起こしている。
（2013年11月27日発売）

©2013	Columbia	Pictures	Industries,	Inc.	All	rights	reserved.

くもりときどきミートボール２
フード・アニマル誕生の秘密

自らの発明品＜食べ物マシーン＞の暴走で、
巨大化した食べ物が空から降ってくる大騒動
を、何とか防いだ発明家フリント。ところが壊
したはずのマシーンが動き出し、今度は食べ
物と動物が合体した“フード・アニマル”を次々
と生み出していた。大人気3DCGアニメ第２弾。
（2013年12月28日　日本公開）

Mitchie M（ミッチー・エム） feat.初音ミク
「グレイテスト・アイドル」
「初音ミク」	のリアルな歌声を追求するクリエイター
“Mitchie	M”待望の１stメジャー・アルバム。
ボーカロイドの歌声を操るスキルと、古今東西
のダンスミュージックを取り入れた特徴的な
サウンドメイキングで、「初音ミク」ファンのみ	
ならず全音楽リスナーからの支持を集めている。
（2013年11月６日発売）

最新映画情報

最新音楽情報

http://www.sonypictures.jp/

http://www.sonymusic.co.jp/

©	Crypton	Future	Media,	INC.

音楽は「聴く」から「感じる」楽しみへ
ハイレゾリューション・オーディオ（以下、ハイレゾ）はCDを上回る情報量を持つ音源の
ことで、その格段にきめ細かなサウンドにより、今まで聴こえなかった曲のディテールや
ニュアンスまでを肌で感じることができ、まるでレコーディングスタジオやコンサートホール
で聴いているかのような、かつてない臨場感をお届けします。ハイレゾ音源を高品位かつ
快適に楽しめるオーディオ機器を、ホーム用途からポータブル用途まで幅広く展開します。

ハイレゾ音源ファイルの再生に対応し、PC内の音源を
快適に高音質で楽しめるHDDオーディオプレーヤー
システムです。無料の自動音楽転送アプリケーション
をPCにインストールし、簡単な設定をするだけで、	
PCに取り込んだ楽曲を本体内蔵のHDDに保存する	
ことができるので、PCを起動することなく高音質の	
楽曲の再生が可能になります。広指向性をもつ	
「WDスーパートゥイーター」を前面・上面の２箇所に
搭載したスピーカーシステム『SS-HA1』などと組み合
わせることで、ハイレゾ音源のもつ豊かな音の広がり
をより高品位にお楽しみいただけます。

ウォークマン®
NW-ZX1
ハイレゾ音源に対応したウォークマン®です。ウォークマン史上最大
容量となる128GBのメモリーを内蔵し、約800曲分※のハイレゾコ
ンテンツの保存が可能です。
※		FLAC（96kHz/24bit）の場合。１曲を４分で換算。

詳細はこちらへ

HDDオーディオプレーヤーシステム
HAP-S1 & SS-HA1 

詳細はこちらへ

パーソナルコンピューター VAIO® Fit 15A
SVF15N19DJS
従来のノートPCとしての操作性を維持しながら、使用シーンにあわせて形状を変える新発想のマルチ
フリップヒンジを採用。書類作成や動画編集など生産性の高い作業を快適に行えるキーボードモード
に加え、背面のラインを軸に画面を回転させることで、映像コンテンツの視聴に適したビューモードや、
タッチ操作を快適に行えるタブレットモードへ、形状を簡単に変えることができます。

詳細はこちらへ
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http://www.sony.jp/system-stereo/lineup/high-reso.html
http://www.sony.jp/walkman/lineup/zx1/
http://www.sony.jp/vaio/
http://www.sonypictures.jp/
http://www.sonymusic.co.jp/


所有者別の持株比率（％）
■外国人　■ 金融機関　■ 個人・その他　■ 一般法人　■ 証券会社

2011年度末

2012年度末

2 0 1 3年度
第２四半期末

32.6 22.8 38.4 3.4 2.8

40.6 20.5 33.1 3.2

36.5 25.8 31.8 3.3 2.6

2.6

取締役及び執行役 （2013年12月１日現在）

（注）＊は社外取締役です。

（注）※は取締役を兼務する者です。

執行役
代表執行役		社長 （CEO） ※ 平　井　一　夫
代表執行役		EVP （CFO） ※ 加　藤　　　優

執行役　　		EVP （ジェネラル・カウンセル） Nicole	Seligman
ニコール・セリグマン

執行役　　		EVP （メディカル事業担当） 斎　藤　　　端
執行役　　		EVP （プロフェッショナル・ソリューション事業、デジタルイメージング事業、

ディスク製造事業担当） 根　本　章　二
執行役　　		EVP （デバイスソリューション事業、R&Dプラットフォーム、共通ソフトウェア設計担当） 鈴　木　智　行
執行役　　		EVP （PC事業、モバイル事業、UX・商品戦略・クリエイティブプラットフォーム担当） 鈴　木　国　正
執行役　　		EVP （人事、総務担当） 藤　田　州　孝
執行役　　		EVP （CSO	兼	デピュティCFO） 吉　田　憲一郎

2011年度末
（2012年３月31日現在）

2012年度末
（2013年３月31日現在）

2013年度第２四半期末
（2013年９月30日現在）

千株 名 千株 名 千株 名

■	外 国 人 366,870 1,297 330,107 1,303 421,933 1,312
■	金 融 機 関 259,463 158 231,071 129 212,652 129
■	個人・その他 318,944 708,665 388,381 740,076 343,932 690,121
■	一 般 法 人 32,980 3,836 34,555 3,861 33,034 3,605
■	証 券 会 社 26,381 83 27,836 102 27,084 97

合　計 1,004,638 714,039 1,011,950 745,471 1,038,635 695,264

株式の所有者別状況

大株主（上位10名）
株　　　主　　　名 所有株式数 持株比率

千株 ％

Moxley	and	Co.	LLC（注１） 78,405 7.5
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）（注２） 48,466 4.7
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）（注２） 44,912 4.3
The	Bank	of	New	York,	Non-Treaty	Jasdec	Account（注３） 17,153 1.7
Third	Point	Offshore	Master	Fund	L.P. 17,029 1.6
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口９）（注２） 15,800 1.5
Goldman,	Sachs	&	Co.	Reg（注３） 15,470 1.5
The	Bank	of	New	York,	Treaty	Jasdec	Account（注３） 13,804 1.3
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口１）（注２） 11,421 1.1
SSBT	OD05	Omnibus	Account	-	Treaty	Clients（注３） 11,391 1.1

発行可能株式総数 3,600,000,000株

発行済株式の総数 1,038,634,659株

株 　 主 　 数 695,264名

株式の状況 （2013年９月30日現在）

（注１）ADR（米国預託証券）の受託機関であるJPMorgan	Chase	Bank,	N.A.の株式名義人です。
（注２）各社の所有株式は、全て各社が証券投資信託等の信託を受けている株式です。
（注３）主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっています。

取締役

平　井　一　夫 加　藤　　　優 ＊ Peter	Bonfield
ピーター・ボンフィールド

＊ 安　田　隆　二

＊ 内　永　ゆか子 ＊ 矢　作　光　明 ＊ 安　樂　兼　光 ＊ 小　島　順　彦

＊ 永　山　　　治 ＊ 二　村　隆　章 ＊ 原　田　泳　幸 ＊ 伊　藤　穰　一

Tim	Schaaff
ティム・シャーフ

単 元 株 式 数 100株

上場証券取引所 （国内）	東京
（海外）	ニューヨーク・ロンドン

主要連結財務データ（上半期）

（注１）	ソニーは、持分法による投資損益を営業利益（損失）の一部として表示しています。
（注２）	純資産は、米国会計原則にもとづく資本合計を使用しています。	
（注３）	１株当たり純資産は、当社株主に帰属する資本合計を用いて算出しています。

2011年度 2012年度 2013年度
上半期 通期 上半期 通期 上半期

億円 億円 億円 億円 億円

売上高及び営業収入 30,699 64,932 31,198 68,009 34,882
営業利益（損失） 259 △673 365 2,301 511
税引前利益（損失） 232 △832 291 2,457 522
当社株主に帰属する当期純利益（損失） △425 △4,567 △401 430 △158
基本的１株当たり当社株主に帰属する	
当期純利益（損失）（円） △42.33 △455.03 △39.97 42.80 △15.57

設備投資額 1,682 2,951 996 1,886 895
研究開発費 2,043 4,335 2,366 4,736 2,286
総　資　産 128,698 132,957 132,540 142,063 149,777
純　資　産 27,778 24,901 23,282 26,812 27,656
１株当たり純資産（円） 2,360.39 2,021.66 1,868.64 2,174.07 2,180.63
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