
2014年度第３四半期連結業績のお知らせ
（2014年10月１日から2014年12月31日まで）

「個人投資家の皆様へ」 ウェブサイトのご案内
ソニーについてより深く知っていただけるよう、ソニーの会社 
概要や経営方針、歴史などの様々な情報をご紹介しています。

詳細はこちらへ 個人投資家の皆様へ

P01 新商品情報＆第３四半期トピックス

業績ハイライト
ビジネス別営業の概況
株式の状況

P03
ブルーレイディスク™レコーダー2015 International CES

デジタル一眼カメラ α7Ⅱ
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2015年１月、アメリカ・ラスベガスにて開催された「2015 International CES」において、「世界中の人々の好奇心を刺激し感動をもたらす」というテーマのもと、 
4K、ハイレゾリューション・オーディオ（以下「ハイレゾ」）、スマートウェアを中心に新商品及び参考展示品を展示しました。

2015 International CES（国際家電ショー）出展

高音質を徹底的に追求した、フラッグシップモデルのハイレゾ
対応ウォークマンです。重厚感ある本体に、高音質再生を
支える独自技術や厳選した部品を搭載し、ハイレゾ音源の
豊かな音の広がりをより高品位に、アコースティックな繊細な
表現にいたるまできめ細やかに再現します。本商品では、
銅板とアルミニウムの総削出しフレームを重ね合わせた構造を
新たに採用し、クリアで力強い低音域再生を実現しました。

ハイレゾ対応ウォークマン®
NW-ZX2

詳細はこちらへ 商品サイトへ

新商品情報＆第３四半期トピックス 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/

詳細はこちらへ ニュースリリース

2014年12月に発表したアイウェア装着型片眼用ディスプレイ
モジュールの、スポーツ向けコンセプトモデルです。
スマートフォン相当の演算機能を持ち、超小型高精細カラー
有機ELディスプレイを搭載するとともに、眼鏡やゴーグル、
サングラスなどのアイウェアに装着できる小型・ 軽量化を 
実現しました。用途に向けた情報を表示し、視界を妨げない
サブウィンドウとして活用できます。

SmartEyeglass Attach!
（参考展示品）

詳細はこちらへ 商品サイトへ

「2015 International CES」出展 主な新商品

ソニー展示ブース

アクションカム
FDR-X1000V（国内未発表商品）

詳細はこちらへ 商品サイトへ

アクションカムは身体やヘルメットなどに装着することにより、
アクティブなスポーツシーンやアウトドアにおいて迫力ある
体験映像の撮影を可能にしたウェアラブルカメラです。今回
アクションカムとして初めて4K撮影に対応し、高画質かつ
高精細な映像撮影を実現しました。また、進化した電子式
手ブレ補正機能や、風雑音を抑える風音低減機能も搭載し、
アクションカムならではの臨場感ある4K動画撮影が楽しめ
ます。

4K液晶テレビ ブラビア®
X9000Cシリーズ／X9300Cシリーズ（国内未発表商品）

詳細はこちらへ 商品サイトへ

＊１ 20インチ以上の家庭用液晶テレビとして（2015年１月６日広報発表時点）。
＊２ 家庭用テレビとして（2015年１月６日広報発表時点）。

X9300Cシリーズ

新開発4KプロセッサーX1™の搭載により、高精細、広色域、
高輝度・高コントラスト比など、さらなる高画質を実現した
ブラビアの最新シリーズです。また、テレビとモバイル機器との
連携を深めたGoogle社の最新のAndroid™を採用する
ことにより、様々なコンテンツやサービス、アプリケーションを
手軽に利用することができます。

『X9000Cシリーズ』は世界最薄＊１の約4.9mm（最薄部）を
実現し、新たなデザインコンセプトを提案しています。

『X9300Cシリーズ』はテレビ放送の圧縮音源をハイレゾ相当の
音質にアップグレードする独自技術やハイレゾ対応スピーカー
を搭載した世界初＊２のハイレゾ対応テレビです。

広角端から望遠端までの全範囲でブレを抑える空間光学
手ブレ補正機能を4Kハンディカムとして初搭載し、ブレが
起こりやすいワイドやズーム撮影時でも、ブレを抑えた4K
高画質撮影を実現します。さらに従来モデルに比べ体積約
30%、質量約20%の小型・軽量化を実現しました。

4Kハンディカム®
FDR-AXP35、FDR-AX30

詳細はこちらへ 商品サイトへ

FDR-AXP35

＊ 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。
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PS4™は2014年の年末・年始商戦期において、410
万台以上の実売を達成し、2015年１月４日時点で
全世界の累計実売台数が1,850万台を超えました。
歴代「プレイステーション」ハードウエア史上最速で
普及、拡大が続いています。

詳細はこちらへ

PS4™（2014年発売） 

プレイステーション

「プレイステーション」は、1994年12月３日の初代「プレイステーション」発売から2014年 
12月で20周年を迎えました。これまで数多くのヒットタイトルを世に送り出していますが、 
今後も魅力的なコンテンツをユーザーの皆様へ提供し、「プレイステーション」のさらなる普及、 
拡大を強力に推進してまいります。

特設サイト「プレイステーション」発売20周年

詳細はこちらへ ニュースリリース「プレイステーション ４」（以下「PS4™」）

世界累計実売台数1,850万台を達成

商品のCMなどをご覧いただけます。
http://www.sony.jp/cm/

レンズ交換式デジタル一眼カメラ
α7 II

新商品

世界初＊光学式５軸手ブレ補正機能をボディに
内蔵したレンズ交換式デジタル一眼カメラです。
有効2,430万画素35mmフルサイズExmorR

（エクスモア）CMOSセンサーをブレに合わせて
動かす機能を搭載し、今まで三脚を使用しないと
撮影が難しかったシーンにおいて、手持ちでもブレを
抑えたよりシャープな静止画・動画撮影が可能です。

詳細はこちらへ 商品情報

＊  35mmフルサイズセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。
ソニー調べ（2014年11月20日広報発表時点）。

ブルーレイディスク™レコーダー
BDZ-ET2200他、全４機種

スマートフォンなどで録画番組のストリーミング
視聴をより快適に楽しめる「快適視聴モード」を
新たに搭載した、Wi-Fi機能内蔵ブルーレイ 
ディスク™レコーダーです。このモードを利用すれば
スマートフォンなどでの録画番組の視聴時に、 
番組を選択してから再生開始や早送りなどに 
かかる時間を従来機から大幅に短縮することが
できます。また、当日から１週間以内に放送予定
の番組のうち予約件数の多い順にランキングを 
表示し、今話題のテレビ番組を確認することが 
できる「みんなの予約ランキング」機能も新たに
搭載しました。

新商品

BDZ-ET2200

詳細はこちらへ 商品情報

＊ 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。
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2014年度第３四半期連結業績（2014年10月１日から2014年12月31日まで）

■		売上高及び営業収入（以下「売上高」）は、主に、為替の好影響、スマート
フォンの販売台数が増加したモバイル・コミュニケーション分野の大幅な
増収、イメージセンサーが好調なデバイス分野の大幅な増収、ならびに、
「プレイステーション	４」が好調なゲーム＆ネットワークサービス分野の大幅
な増収により前年同期に比べ増加。

■		営業利益は、主に、デバイス分野、ホームエンタテインメント＆サウンド分野、
ゲーム＆ネットワークサービス分野、ならびにイメージング・プロダクツ＆
ソリューション分野の大幅な損益改善により前年同期に比べ大幅増加。

平均為替レート

2013年度
第３四半期

2014年度
第３四半期 変化率

円 円 ％

１米ドル 100.5 114.5 12.3（円安）

１ユーロ 136.7 143.0 4.4（円安）

売上高

税引前利益

営業利益

当社株主に帰属する四半期純利益（損失）

2兆5,667億円
前年同期比	 ＋6.5％

（単位：億円）

1,678億円
前年同期比	 ＋795億円

（単位：億円）

1,821億円
前年同期比	 ＋932億円

（単位：億円）

900億円

前年同期比	 ＋636億円

（単位：億円）

1,821

451
889

20132012 2014

264

900

△113
20132012 2014

24,107
19,461

20132012

25,667

2014

1,678

282

883

20132012 2014

＊	各年度第３四半期の業績

業績ハイライト
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ソニーは、2014年４月１日付の組織変更にともない、当年度第１四半期より、主にゲーム分野及びモバイル・プロダクツ＆コミュニケーション（以下「MP＆C」）分野を従来構成していた事業を再編し、業績報告に
おけるビジネスセグメント区分の変更を行いました。この再編に関連して、従来のその他分野に含まれていたネットワーク事業をゲーム分野に統合し、ゲーム＆ネットワークサービス分野に名称変更しました。また、
従来のMP＆C分野に含まれていたモバイル・コミュニケーションカテゴリーをモバイル・コミュニケーション分野とし、それ以外をその他分野に移管しました。これにより、PC事業はその他分野に含まれています。
また、2014年６月１日付の組織変更にともない、当年度第１四半期より、電源事業がデバイス分野からその他分野へ移管されました。
以上のセグメント変更にともない、各分野の過年度の売上高及び営業損益を当年度の表示に合わせて組替再表示しています。

セグメント変更について

売上高構成比		（単位：％）
（2014年度第３四半期）

■	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
日本、米国及び中国以外の各区分に属する主な地域

●	地域別

●	ビジネス別

米国

イメージング・プロダクツ
＆ソリューション

モバイル
・コミュニケーション（携帯電話）

全社（共通）	0.3

欧州

デバイス	

中国

ゲーム
＆ネットワークサービス

アジア・太平洋地域

金融 その他

ホームエンタテインメント
＆サウンド

その他地域

音楽映画

（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） （　）内はそれぞれの分野/カテゴリー内の主要製品・ビジネスを表しています。

（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。 

25.5 19.3 26.0 6.1 12.0 11.1

16.7 19.5 7.8 16.1 9.0 8.0 6.3 4.511.8

70

29

半導体
（イメージセンサー）

コンポーネント
（電池、記録メディア、データ記録システム）

68

32

テレビ
（液晶テレビ）

オーディオ・ビデオ
（ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、
家庭用オーディオ、ヘッドホン、メモリ内蔵型
携帯オーディオ）

76

14
10

音楽出版
（楽曲の詞、曲の管理及びライセンス）

映像メディア・プラットフォーム
（音楽・映像関連商品の様々なサービス
提供、アニメーション作品の制作・販売）

音楽制作
（パッケージ及びデジタルの音楽
制作物の販売、アーティストのライブ
パフォーマンスからの収入）

63

35 プロフェッショナル・ソリューション
（放送用・業務用機器）

デジタルイメージング
・プロダクツ
（コンパクトデジタルカメラ、レンズ交換式
一眼カメラ、ビデオカメラ）

49

25

26

テレビ番組制作
（テレビ番組の制作・買付・販売）

メディアネットワーク
（テレビ、デジタルの
ネットワークオペレーション）

映画製作
（映画作品の製作・買付・配給・販売）

その他	2 その他	1

日本
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ホームエンタテインメント＆サウンド分野

	 4,133億円	 前年同期比	2.3％の増加
増収の要因	
為替の好影響及びテレビの大幅な増収など

売上高
4,1334,040

2013 2014

（単位：億円）

	 253億円	 前年同期比	189億円の増加
増益の要因	
コスト削減など

営業利益

253
64

2013 2014

（単位：億円）

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。

イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野

	 2,010億円	 前年同期比	1.5％の増加
増収の要因
為替の好影響など

売上高

2,0101,981

2013 2014

（単位：億円）

	 230億円	 前年同期比	109億円の増加
増益の要因	
販売費及び一般管理費の削減や為替の好影響など

営業利益

230121

2013 2014

（単位：億円）

モバイル・コミュニケーション分野

	4,290億円	 前年同期比	28.7％の増加
増収の要因	
スマートフォンの販売台数が増加したことや製品ミックスの
改善、為替の好影響など

売上高
4,290

3,332

2013 2014

（単位：億円）

	 93億円	 前年同期比	29億円の増加
増益の要因	
前述の製品ミックスの改善やスマートフォンの販売台数の
増加など

営業利益

9363

2013 2014

（単位：億円）

ゲーム＆ネットワークサービス分野

	 5,315億円	 前年同期比	16.8％の増加
増収の要因	
「プレイステーション	４」のハードウエアの販売台数の増加、為替
の好影響、ならびにネットワークサービス収入の大幅な増収など

売上高 5,3154,549

2013 2014

（単位：億円）

	 276億円	 前年同期比	152億円の増加
増益の要因	
前述の増収の影響など

営業利益

276
124

2013 2014

（単位：億円）

＊	各年度第３四半期の業績
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2,929
2,113

2013 2014

（単位：億円）

△235

545

2013 2014

（単位：億円）

デバイス分野

	 2,929億円	 前年同期比	38.6％の増加
増収の要因	
モバイル機器向けの需要増加によるイメージセンサーの大幅な
増収、為替の好影響、ならびにカメラモジュールの大幅な増収
など

売上高

	 545億円	 前年同期比	780億円の改善
損益改善の要因	
前年同期に電池事業において321億円の長期性資産の減損を
計上したこと、前述のイメージセンサーの増収の影響、ならびに
為替の好影響など

営業利益（損失）

1,6361,447

2013 2014

（単位：億円）

254217

2013 2014

（単位：億円）

音楽分野

	 1,636億円	 前年同期比	13.1％の増加
増収の要因	
米ドルに対する円安の好影響及び音楽制作の増収など

売上高

	 254億円	 前年同期比	37億円の増加
増益の要因	
為替の好影響及び前述の増収など

営業利益

2,0662,237

2013 2014

（単位：億円）

62243

2013 2014

（単位：億円）

映画分野

	2,066億円	 前年同期比	7.7％の減少
減収の要因	
映画製作及びテレビ番組制作の減収など

売上高

	 62億円	 前年同期比	180億円の減少
＊   当四半期において、2014年11月に認識したSPEのネットワーク及びITインフラに対するサイバー攻撃に関連する

調査及び復旧のための費用約1,500万米ドル（18億円）を計上しました。

営業利益

3,0492,821

2013 2014

（単位：億円）

509464

2013 2014

（単位：億円）

金融分野

	 3,049億円	 前年同期比	8.1％の増加
増収の要因	
ソニー生命保険㈱（以下「ソニー生命」）の増収など
●			ソニー生命の増収：保有契約高の拡大にともなう保険料	
収入の増加及び運用損益の改善

金融ビジネス収入

	 509億円	 前年同期比	45億円の増加
増益の要因	
ソニー生命の増益など
●			ソニー生命の増益：一般勘定における運用損益の改善など

営業利益

＊   金融分野には、ソニーフィナンシャルホールディングス㈱（以下「SFH」）及びSFHの連結子会社であるソニー生命、
ソニー損害保険㈱、ソニー銀行㈱等の業績が含まれています。金融分野に記載されているソニー生命の業績は、
SFH及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。なお、過年度の財務
数値の一部を見直しました。

＊	各年度第３四半期の業績

減益の要因	
前述の減収など
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株式の状況

株式の所有者別状況

2012年度末
（2013年３月31日現在）

2013年度末
（2014年３月31日現在）

2014年度第３四半期末
（2014年12月31日現在）

千株 名 千株 名 千株 名

■	 外 国 人 330,107 1,303 441,409 1,354 638,866 1,383

■	 金 融 機 関 231,071 129 193,729 127 225,928 99

■	 個人・その他 388,381 740,076 349,811 682,846 250,671 551,312

■	 一 般 法 人 34,555 3,861 33,653 3,578 28,418 2,963

■	 証 券 会 社 27,836 102 26,105 95 13,786 49

合　計 1,011,950 745,471 1,044,708 688,000 1,157,669 555,806

所有者別の持株比率		（単位：％）

2012年度末

2013年度末

2 0 1 4年度
第３四半期末

42.3 18.5 33.5 3.2 2.5

32.6 22.8 38.4 3.4 2.8

55.2 19.5 21.6 2.5 1.2

■	外国人　■	金融機関　■	個人・その他　■	一般法人　■	証券会社
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