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掲載順序について
2015年度事業報告の記載事項の一部は、株主総会参考書類と 
関連性の高い内容が含まれていますので、読み進めていただき
やすくするために、本年より、掲載順を組み替えて、株主総会 
参考書類に記載しています。従いまして、株主総会参考書類に 
掲載している「会社役員の状況」（23頁～36頁）と「新株予約権等
の状況」（42頁～46頁）は事業報告の一部となります。

株主の皆様へ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
あげます。
　本年４月14日以降に発生した平成28年熊本地震により被災
されました方々に心よりお見舞い申しあげますとともに、被災地の
一日も早い復興をお祈り申しあげます。
　さて、当社第99回定時株主総会を左記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
　2015年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）は、
「利益創出と成長への投資」をテーマに据えた2017年度まで
の３ヵ年にわたる中期経営計画の初年度に当たりますが、
「一律に規模を追うことはせず、収益性を重視した経営を行うこと」
に取り組んだ結果、連結営業利益・当社株主に帰属する当期
純利益ともに大幅な増益を記録いたしました。
　また、2015年度の配当金につきましては、中間配当及び期末
配当ともに１株につき10円の年間20円とし、復配を実現する
ことができました。
　今後につきましては、為替変動及び価格競争激化などに加え、 
熊本県に所在する当社の半導体工場が地震の被害を受けるなど、 
事業環境はさらに厳しさを増すことが予想されますが、中期経営計画
で打ち出した、高収益企業への変革に向けた諸施策を着実に実行
することにより、この難局に立ち向かってまいります。同時に、これから
も変わることのないソニーのDNAである「創造と挑戦の理念」の
もと、ユーザーの皆様の好奇心を刺激し感動していただけるような
魅力ある製品やコンテンツ、
サービスをお届けできるように
努めてまいる所存です。
　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。

2016年５月30日

ソニー株式会社
取締役 兼 代表執行役



	

	
	

	
	

	

	

		 	
 

	

	

	

 

	

	

第99回定時株主総会招集ご通知 

日 時 2016年６月17日（金曜日）午前10時

場 所 東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル新高輪
「国際館パミール」 

▲ 97頁の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

目的事項
報告事項
2015年度（2015年４月１日から2016年３月31日
まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに
会計監査人及び監査委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

決議事項
第１号議案　取締役11名選任の件
第２号議案　ストック・オプション付与を目的と

して新株予約権を発行する件　　　　　　

当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書
の郵送又はインターネット等によって議決権を
行使することができますので、後記の株主総会参考
書類をご検討いただき、2016年６月 16日（木曜日）
午後５時30分までに議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。 

▲ 議決権行使の方法につきましては、４頁の「議決権行使の
ご案内」をご参照ください。

インターネット開示・修正に関する事項
（１）		株主総会参考書類ならびに招集通知に添付すべき事業

報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、９頁から
94頁までに記載のとおりです。

 

 

	ただし、以下の事項につきましては、法令及び定款第14条
の規定にもとづき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.sony.co.jp/IR/）に掲載していますので、
本招集ご通知には記載しておりません。
❶		事業報告の「６.業務の適正を確保するための体制」
及び「７.業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要」

❷	連結計算書類の連結注記表
❸	計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

 

 

（２）		株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算
書類に修正すべき事項が生じた場合は、上記の当社ウェブ
サイトに掲載させていただきます。

株主専用ウェブサイトのご案内 

▲ 詳細は７頁をご参照ください。
株主専用ウェブサイトでは
以下をご利用いただけます。

当社経営陣への
ご意見・ご質問の受付
受付期限：2016年６月10日（金）

株主総会のインターネット
ライブ中継の視聴

株主特典クーポンの登録
直営店ソニーストアでご利用
いただけます。 
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開催情報
ソニー株式会社　第99回定時株主総会
 

  

日 時 2016年６月17日（金）午前10時
（受付開始予定：午前８時）

場所 東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル新高輪 「国際館パミール」
（会場のご案内図は97頁をご参照ください。）

株主総会当日の式次第
午前10時 開　会

閉　会

報告事項の報告

決議事項の内容説明
議案及び参考事項
　第１号議案
　取締役11名選任の件
　第２号議案
　ストック・オプション付与を
　目的として新株予約権を

ご参照ください。

連結業績の概況

　発行する件 

▲

９頁からの株主総会参考書類を

経営施策

質疑応答

議案の採決

当日ご出席の株主の皆様へのお願い 
● 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、お子様、ご同伴の方など、当社の株主様以外の方はご入場
いただけませんので、ご注意ください。 

● 車椅子を利用される方、又は情報保障を希望される方は、準備の都合上、
2016年６月10日（金）までに96頁の「株主総会に関するお問い合わせ先」
までご連絡ください。 

● 例年開会時刻間際には受付が大変混雑いたしますので、お早めにご来場
ください。 

● 資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。 
● 会場内では照明・空調設定温度の調整などの節電対策を実施する予定
ですので、あらかじめご了承いただくとともに、軽装にてお越しください。

議決権行使のご案内
当日ご出席いただけない株主の皆様は、郵送又はインターネット
による議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。 
議決権行使期限 2016年６月16日（木）午後５時30分まで

郵送
左側を切り取ってポストに投函して
ください。
＊切手は不要です。 

POST

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、期限
までに到着するようご返送ください。
なお、各議案について賛否の表示がない議決権行使書が提出された
場合は「賛成」、 の意思表示があったものとして取り扱わせていただき
ます。

 

インターネット
議決権行使ウェブサイトの「ログインID」
及び「仮パスワード」は、同封の議決権
行使書用紙の右下又は電子メールの末尾
に記載されています。 

 

パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使ウェブサイト
にアクセスし、同封の議決権行使書用紙又は電子メール（電子メール
による招集ご通知受領を希望された株主様）に記載された「ログイン
ID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって、
議案に対する賛否をご入力ください。

　詳細は次頁をご参照ください。 
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方、連続して間違えて利用
できなくなった方は、三菱
UFJ信託銀行証券代行部（ヘ
ルプデスク）へお問合せくだ
さい。

 

 
 

  

 

 

 

 

   
 
 
 

 

インターネットによる議決権行使について

議決権行使ウェブサイト ▶ http://www.evote.jp/
QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォン又は携帯電話
をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいた
だくことも可能です。

！

議決権行使ウェブサイトの「ログインID」及び「仮パスワード」は、同封の
議決権行使書用紙の右下又は電子メールの末尾に記載されています。
（ご注意）株主専用ウェブサイトのID／パスワードとは異なります。

インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権
行使内容の改ざんの防止について
ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願い
することになりますのでご了承ください。

郵送とインターネットの両方で議決権を行使された場合
インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合
最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
＊パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された
内容を有効とさせていただきます。



パソコン又はスマートフォンから議決権を行使される場合のご注意
インターネット接続にファイアーウォールなどを使用されている場合、アンチ
ウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーを利用されている場合など、
株主様のインターネットの利用環境によっては、ご利用できない場合もあります。

インターネットによる議決権行使は、2016年６月16日（木）午後
５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してください
ますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら右記ヘルプデスクへお問い
合わせください。

パソコンの場合

１

「１ 次の画面へ」をクリック

２
３ 

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力 
3「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合

１

１「株主総会に関する
お手続き」をタッチ

２ 

2「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力 

3

3「ログイン」をタッチ

携帯電話の場合 

１「ログイン」を押す

三菱UFJ信託銀行
議決権行使サイト

◆議決権行使
サイト（トップ）

■ご利用案内
必ずお読みください。

■ログイン
こちらからログインしてく
ださい。

■お問合せ

１

◆本人認証 
■ログインIDを入力（4桁
区切り）

ｰ
ｰ
ｰ 
■登録パスワードもしくは
ご案内の仮パスワードを入力

・全て半角で入力
・大文字と小文字は区別 
■ログイン
・パスワードを失念された 

2 

3 

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力 
3「ログイン」を押す
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以
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0120-173-027
　　

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
　　 （通話料無料）
（受付時間：午前９時～午後９時）

＊ウェブサイトの保守・点検のための取扱休止時間：午前２時～午前５時 

http:http://www.evote.jp


 
 

 
 

    

株主専用ウェブサイトのご案内  ソニー　株主専用 検索 http://www.sony.co.jp/kabu/

株主総会のライブ中継をご覧いただいたり、株主特典をご利用
いただくため、株主専用ウェブサイトを開設しています。
株主専用ウェブサイトにアクセスいただき「株主ID」と「パス
ワード」を入力のうえ、“ログイン”ボタンをクリックし、ご利用
ください。

株主ID／パスワードについて
株主ID（８桁）＊
同封の議決権行使書用紙又は
配当金関連書類に記載されて
いる株主番号

パスワード（７桁）＊
2016年３月31日時点ご登録住所の郵便番号
（ 上記の「パスワード（７桁）」は、インターネットにより議決権を行使される
場合に利用する「仮パスワード（議決権行使書用紙に記載）」とは異なります
のでご注意ください。）
＊株主ID／ パスワードにはハイフン（-）を含みません。

株主ID／パスワードを
入力してログイン 

株主専用ウェブサイトでは
以下のコンテンツがご利用いただけます。

株主総会

受付期限 2016年６月10日（金）
当社経営陣へのご意見・ご質問をお聞かせください。
株主総会での事業報告の参考とさせていただきます。

公開日時 2016年６月17日（金）
午前10時から株主総会終了時まで

当日ご出席願えない株主の皆様に
株主総会の模様をご覧いただけるよう、
インターネットによるライブ中継を実施いたします。

株主特典 

株主の皆様にソニー製品をご愛用いただけるよう、ソニーの
直営店ソニーストア（オンライン・銀座・名古屋・大阪・福岡天神）で
ご利用になれる「2016年株主特典クーポン」をご用意いたしました。
ソニーストアでは、ストア限定の商品・サービスに加え、様々な
キャンペーンも実施しています。この機会にご利用いただければ
幸いでございます。 

▲

株主特典クーポンの詳細は、招集ご通知に同封の「2016年株主
特典クーポンのご案内」をご参照ください。 
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　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件株主総会参考書類

第１号議案
取締役11名選任の件
　取締役全員12名は、本総会終結の時をもって任期満了となり
ますので、指名委員会の決定にもとづき新たに取締役11名を
ご選任願いたいと存じます。
　取締役候補者は、12頁から22頁までに記載のとおりです。 

取締役候補の選任方針・手続
取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、
取締役会の相当割合を、法令及び取締役会規定に定める資格要件
を満たす社外取締役が構成するよう指名委員会において取締役会の
構成に関する検討を重ねています。そのうえで、指名委員会において、
各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門性、国際性といった
個人の資質や取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性
に加え、取締役会における多様性の確保、取締役会の適正規模、
取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループ
の企業価値向上をめざした経営を推進するという目的に照らして
適任と考えられる候補者を選定しています。
なお、取締役の員数は、取締役会規定において10名以上20名以下と
しています。

取締役の資格要件
当社は、会社法に定めるもののほか、右記の事項を取締役の資格
要件として取締役会規定に定めており、取締役候補者全員は、これらの
要件を満たしています。
なお、取締役候補者11名のうち８名が社外取締役候補者となります
が、いずれの社外取締役候補者も、東京証券取引所が定める独立性
の要件を満たしており、全員を独立役員となる旨届け出ています。

取締役共通の資格要件 
●ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと
競合関係にある会社（以下「競合会社」）の取締役、監査役、
執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の
３％以上の株式を保有していないこと。 

●   取締役候補に指名される前の過去３年間、ソニーグループの
会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。 

● そ  のほか、取締役としての職務を遂行するうえで、重大な利益
相反を生じさせるような事項がないこと。

   

執行役を兼務する取締役の資格要件 
●   執行役として、ソニーグループの経営とガバナンスの基本
方針・戦略を担当すること。

社外取締役の追加資格要件 
●   取締役もしくは委員として受領する報酬・年金又は選任前に
提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報酬
以外に、過去３年間のいずれかの連続する 12ヵ月間において
12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニーグループより
直接に受領していないこと。 

● ソ  ニーグループとの取引額が、過去３年間の各事業年度に
おいて、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の
２％又は 100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほう
の金額を超える会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他
の使用人でないこと。 
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　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件

取締役候補者一覧
候補者
番 号　 氏 名　 取締役の担当（注１） 取締役会への

出席状況

１ 平 井 一 夫
再任 

■ 指名委員 
100％
（８回／８回）

２ 吉 田 憲一郎
再任

■ 報酬委員 
100％
（８回／８回）

３ 永　山　　　治
再任  社外取締役候補者 

■ 取締役会議長　 
■ 指名委員会議長 

88％
（７回／８回）

４ 二　村　隆　章
再任  社外取締役候補者 

■ 監査委員会議長 
100％
（８回／８回）

５ 原　田　泳　幸
再任  社外取締役候補者 

■ 報酬委員会議長 
100％
（８回／８回）

６ 伊　藤　穰　一
再任  社外取締役候補者 

88％
（７回／８回）

７ 
T im Schaaf f
（ティム・シャーフ）
再任  

100％
（８回／８回）

８ 松　永　和　夫
再任  社外取締役候補者 

■ 監査委員 
100％
（８回／８回）

９ 宮　田　孝　一
再任  社外取締役候補者 

■ 指名委員 
100％
（８回／８回） 

10 
John V. Roos
（ジョン ・ル ース）
再任  社外取締役候補者 

■ 指名委員 
100％
（８回／８回） 

11 桜　井　恵理子
再任  社外取締役候補者 

■ 報酬委員 
100％
（８回／８回）

（注１）上記の取締役候補者の担当は、本総会時のものであり、本総会終了後に開催される取締役会
において新たに決定される予定です。

（注２）次頁以降の取締役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。
（注３）当社は、現在、社外取締役及び業務執行取締役でない取締役に就任している９名の取締役

候補者との間でそれぞれ責任限定契約を締結しています「。責任限定契約の概要」については、
31頁をご参照ください。

候補者
番　号１ 平井一夫

ひ ら い か ず お

再任

取締役の担当 ■ 指名委員
生年月日 1960年12月22日生

（満55歳）

取締役在任年数 ４年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 指名委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 11,700株
略歴及び重要な兼職の状況 
1984年４月 ㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社 
1996年７月 Sony Computer Entertainment America LLC 

EVP & COO 
1997年10月 ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 執行役員 
1999年４月 Sony Computer Entertainment America LLC 

プレジデント& COO 
2003年８月 Sony Computer Entertainment America LLC 

プレジデント& CEO 
2006年12月 ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント

代表取締役 社長 兼 グループCOO
Sony Computer Entertainment America LLC チェアマン 

2007年６月 ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 社長 兼 グループCEO 

2009年４月 当社執行役 EVP 
2011年４月 当社代表執行役 副社長 
2011年９月 ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 代表取締役 会長 
2012年４月 当社代表執行役 社長 兼 CEO（現在） 
2012年６月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由
ソニーグループの最高経営責任者（CEO）としてグループ経営全体を統括
しており、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。なお、本
議案が承認された場合、本総会終了後に開催される取締役会において
CEOに再任される予定です。 
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　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件

候補者
番 号　 ２ 吉田憲一郎

よ し だ け ん い ち ろ う

再任

取締役の担当 ■ 報酬委員
生年月日 1959年10月20日生

（満56歳）

取締役在任年数 ２年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 報酬委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 32,700株
略歴及び重要な兼職の状況 
1983年４月 当社入社 
2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソネット㈱）入社 
2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱執行役員 
2005年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱

代表取締役執行役員社長 
2013年12月 当社執行役 EVP CSO 兼デピュティ CFO 

2014年４月 当社代表執行役 EVP CFO 

2014年６月 当社取締役（現在） 
2015年４月 当社代表執行役副社長兼 CFO（現在）

取締役候補者とした理由
最高財務責任者（CFO）として、本社機能において、経営管理、経営戦略、
経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、情報システム、内部
監査及びSOX404対応を担当しており、指名委員会にて取締役候補者
として決定されました。なお、本議案が承認された場合、本総会終了後に
開催される取締役会においてCFOに再任される予定です。

候補者
番 号３ 永山　治

な が や ま おさ む

　 再任 社外取締役候補者 

取締役の担当 ■ 取締役会議長 
■ 指名委員会議長

生年月日 1947年４月21日生
（満69歳）

取締役在任年数 ６年 
■ 取締役会への出席状況 88％（７回/８回） 
■ 指名委員会への出席状況 80％（４回/５回）
所有する当社の株式数 3,800株
略歴及び重要な兼職の状況 
1971年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 
1978年11月 中外製薬㈱入社 
1985年３月 中外製薬㈱取締役 
1987年３月 中外製薬㈱常務取締役 
1989年３月 中外製薬㈱代表取締役副社長 
1992年９月 中外製薬㈱代表取締役社長 
2006年１月 F.Hoffmann-La Roche Ltd.拡大経営委員会委員（現在） 
2010年６月 当社取締役（現在） 
2012年３月 中外製薬㈱代表取締役会長最高経営責任者（現在）

取締役候補者とした理由
グローバル企業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、
指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。 
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　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件

候補者
番 号　 ４ 二村隆章

に む ら た か あ き

再任 社外取締役候補者

取締役の担当 ■ 監査委員会議長
生年月日 1949年10月25日生

（満66歳）

取締役在任年数 ４年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 監査委員会への出席状況 100％（６回/６回）
所有する当社の株式数 1,100株
略歴及び重要な兼職の状況 
1974年10月 Arthur Young & Co.東京事務所入社 
1980年10月 監査法人朝日会計社大阪支社出向 
1983年10月 Arthur Young ロサンゼルス事務所出向 
1989年５月 監査法人朝日新和会計社パートナー 
1993年７月 太田昭和監査法人入社 
1997年５月 太田昭和監査法人シニアパートナー 
2008年８月 新日本有限責任監査法人常務理事 
2012年６月 当社取締役（現在） 
2016年３月 中外製薬㈱社外監査役（現在）

取締役候補者とした理由
公認会計士としての監査実務経験、内部統制に関する専門性や国際性に
加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、指名委員会にて
社外取締役候補者として決定されました。

候補者
番 号５ 原田泳幸

は ら だ え い こ う

　 再任 社外取締役候補者 

取締役の担当 ■ 報酬委員会議長
生年月日 1948年12月３日生

（満67歳）

取締役在任年数 ３年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 報酬委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 1,400株
略歴及び重要な兼職の状況 
1972年４月 日本NCR㈱入社 
1980年11月 横河・ヒューレット・パッカード㈱入社 
1983年１月 Schlumberger Group 取締役 
1994年10月 アップルコンピュータジャパン㈱取締役 
1997年４月 アップルコンピュータ㈱代表取締役社長 

Apple Computer, Inc.副社長 
2005年３月 日本マクドナルドホールディングス㈱

代表取締役会長兼社長兼 CEO

日本マクドナルド㈱代表取締役会長兼社長兼 CEO 

2013年６月 当社取締役（現在）
㈱ベネッセホールディングス取締役 

2014年３月 日本マクドナルドホールディングス㈱取締役会長
日本マクドナルド㈱取締役会長 

2014年６月 ㈱ベネッセホールディングス代表取締役会長兼社長（現在） 
2014年10月 ㈱ベネッセコーポレーション代表取締役社長（現在）

取締役候補者とした理由
グローバル企業における豊富な経験、IT及びコンスーマービジネスの
経営に関する幅広い見識を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者
として決定されました。 

15 16 



 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 

　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件

番　号６ 伊藤穰一
い と う じょう い ち候補者

再任 社外取締役候補者

取締役の担当 ―
生年月日 1966年６月19日生

（満49歳）

取締役在任年数 ３年 
■ 取締役会への出席状況 88％（７回/８回）
所有する当社の株式数 ―株
略歴及び重要な兼職の状況 
1995年８月 ㈱デジタルガレージ設立代表取締役
2006年８月 ㈱CGMマーケティング（現㈱ BI.Garage）取締役（現在）
2006年９月 ㈱デジタルガレージ取締役（現在）
2011年４月 Massachusetts Institute of Technology（MIT） Media Lab


所長（現在） 
2012年６月 The New York Times Company 社外取締役（現在） 
2013年６月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由
インターネット企業創業やベンチャーキャピタリストとしての幅広い経験
に加え、オープン・イノベーションに関する深い造詣を有しており、指名
委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

番　号７ Tim Schaaffティム・シャーフ候補者
再任

取締役の担当 ―
生年月日 1959年12月５日生

（満56歳）

取締役在任年数 ３年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回）
所有する当社の株式数 5,000株
略歴及び重要な兼職の状況 
1982年12月 New England Digital Corporation 入社 
1991年７月 Apple Computer, Inc.入社 
1998年 Apple Computer, Inc.バイス・プレジデント 
2005年12月 Sony Corporation of America シニア・バイス・プレジデント 
2006年11月 当社技術開発本部副本部長 
2008年６月 Sony Media Software and Services Inc.プレジデント 
2009年12月 Sony Network Entertainment International LLC プレジデント 
2013年６月 当社取締役（現在） 
2014年１月 スタートアップ・アドバイザー（現在） 
2015年７月 Intertrust Technologies Corporation チーフ・プロダクト・

オフィサー（現在）

取締役候補者とした理由
ソフトウェア技術及びネットワークサービスに関する専門性に加え、
当社のネットワークサービス事業を率いた実績を有しており、指名
委員会にて取締役候補者として決定されました。なお、当社グループに
おける勤務経験があるため、社外取締役の要件には該当しません。 
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　株主総会参考書類 第１号議案 取締役11名選任の件

番　号８ 松永和夫
ま つ な が か ず お候補者

再任 社外取締役候補者

取締役の担当 ■ 監査委員
生年月日 1952年２月28日生

（満64歳）

取締役在任年数 ２年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 監査委員会への出席状況 100％（６回/６回）
所有する当社の株式数 700株
略歴及び重要な兼職の状況 
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 
2004年６月 原子力安全・保安院長 
2005年９月 大臣官房総括審議官 
2006年７月 大臣官房長 
2008年７月 経済産業政策局長 
2010年７月 経済産業事務次官 
2012年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 特任教授（現在） 
2013年６月 住友商事㈱ 社外取締役（現在）

高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在） 
2014年６月 当社取締役（現在）

橋本総業㈱（現橋本総業ホールディングス㈱）社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長（現在） 

2016年４月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長（現在）

取締役候補者とした理由
経済産業省における職務を通じて培った、グローバルな産業界・行政分野に
おける豊富な経験と深い見識を有しており、指名委員会にて社外取締役
候補者として決定されました。

＊�松永和夫氏が社外取締役に就任している高砂熱学工業㈱は、2014年３月に、北陸新幹線の設備
工事の入札に関して、独占禁止法違反の容疑により東京地方検察庁から起訴されました。本件は
同氏が同社取締役に就任する以前に発生した事実に起因するものですが、当該事実の判明後、 �
同氏は、同社取締役会において徹底した原因の究明と再発防止についての提言等を行いました。

番　号９ 宮田孝一
み や た こ う い ち候補者

再任 社外取締役候補者 

取締役の担当 ■ 指名委員
生年月日 1953年11月16日生

（満62歳）

取締役在任年数 ２年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 指名委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 ―株
略歴及び重要な兼職の状況 
1976年４月 ㈱三井銀行入行 
2003年６月 ㈱三井住友銀行執行役員 
2006年10月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 
2009年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 
2010年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 
2010年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 
2011年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役社長（現在）

㈱三井住友銀行取締役（現在） 
2014年６月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由
銀行経営に関する豊富な経験と深い見識を有しており、指名委員会にて
社外取締役候補者として決定されました。

＊�宮田孝一氏が取締役に就任している㈱三井住友銀行と当社との間には、資金借入等の取引関係
がありますが、同行からの借入金残高（2016年３月31日現在�627億円）は同行の貸出金残高の
0.1％であり、当社が定める社外取締役の資格要件を満たしています。 
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番　号10 John V. Roosジョン・ルース候補者
再任 社外取締役候補者

取締役の担当 ■ 指名委員
生年月日 1955年２月14日生

（満61歳）

取締役在任年数 ２年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 指名委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 ―株
略歴及び重要な兼職の状況 
1980年10月 OʼMelveny and Myers法律事務所アソシエイト 
1985年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所アソシエイト 
1988年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所パートナー 
2000年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所

マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ 
2005年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO 

2009年８月 駐日米国大使 
2013年９月 Salesforce.com, inc.社外取締役（現在） 
2013年10月 The Roos Group, LLC CEO（現在） 
2013年12月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

グローバル・アドバイザリーボード委員（現在） 
2014年４月 Centerview Partners LLC シニア・アドバイザー（現在） 
2014年６月 当社取締役（現在） 
2015年５月 Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）

取締役候補者とした理由
企業法務・証券法関連の弁護士、テクノロジー分野に強みをもつ大手
弁護士事務所のCEOやシリコンバレーを拠点とする大手企業に対する
アドバイザーなどの豊富な経験に加え、元駐日米国大使としてビジネスや
行政、国際渉外に精通しており、指名委員会にて社外取締役候補者と
して決定されました。 

番　号 11 桜井恵理子さくら い え り こ候補者
再任 社外取締役候補者

取締役の担当 ■ 報酬委員
生年月日 1960年11月16日生

（満55歳）

取締役在任年数 ２年 
■ 取締役会への出席状況 100％（８回/８回） 
■ 報酬委員会への出席状況 100％（５回/５回）
所有する当社の株式数 ―株
略歴及び重要な兼職の状況 
1987年６月 Dow Corning Corporation 入社 
2008年５月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 
2009年３月 東レ・ダウコーニング㈱代表取締役会長・ CEO（現在） 
2011年５月 Dow Corning Corporation リージョナル・プレジデント – 

日本／韓国（現在） 
2014年６月 当社取締役（現在） 
2015年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現在）

取締役候補者とした理由
グローバル企業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、
指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。 
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事業報告 会社役員の状況

会社役員の状況
＊第１号議案の補足情報として、「2015年度事業報告　４. 会社役員の状況」
を以下に記載しています。

（１） 当社のコーポレートガバナンスの状況
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、中長期的な企業価値の向上をめざした経営を推進するため
の基盤としてコーポレートガバナンスが極めて重要なものであるとの
考えのもと、コーポレートガバナンス体制の構築とそのさらなる強化
に取り組んでいます。
この目的を踏まえ、次の二つを実施することで、効率的なグループ
経営の実現に継続的に取り組んでいます。

⒜ 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、
指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する
実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを
構築・維持する。

⒝ 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について
決定するとともに、執行役に対して、それぞれの責任範囲を明確
にしたうえで業務執行に関する決定権限を大幅に委譲することに
より迅速な意思決定を可能にする。

上記に照らして、当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を経営
の機関設計として採用しており、法令に定められた要件に加え、業務
執行の監督機関である取締役会の執行側からの独立性や活発な議論
を可能にする規模の維持・確保のための事項、各委員会がより適切に
機能するための事項などの独自の工夫を追加しています。

ソニー独自の工夫
ガバナンス強化のため、法令に定められた要件に加え、以下の事項を
取締役会規定に盛り込み、制度化しています。 

●取締役会議長・副議長と代表執行役の分離 
●社外取締役の再選回数の制限（原則として再選回数５回まで） 
●各委員会議長の社外取締役からの選定 
●利益相反の排除や独立性確保に関する取締役の資格要件の制定 
●指名委員会の１名以上は執行役兼務の取締役とすること 
●原則として報酬委員の１名以上は執行役兼務の取締役とすること 
●報酬委員へのソニーグループのCEO、COO及びこれに準ずる地位
を兼務する取締役の就任禁止 

●原則として監査委員の他の委員会メンバーとの兼任禁止 
●取締役の員数を10名以上20名以下とすること 
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事業報告   会社役員の状況

経営機構の概要
当社は、法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締
役会、及び取締役会に選定された取締役からなる指名・監査・報酬の
各委員会、ならびに取締役会で選任された執行役を設置しています。
これらの法定機関に加え、特定の担当領域において業務を遂行する
執行役員を設置しています。

株主総会

取締役会

執行役

指名委員会 監査委員会

会計監査人

監督機能

会計監査人の
選解任議案の決定

選解任

報
告

監
督
・
評
価

監査

監査

権限委譲

連携

監査
報告

委員会メンバーの
選定・解職

執行機能

監督

執行役員

内部監査部門

取締役の
選解任議案の決定 取締役の選解任

執行役の選解任
権限委譲

報酬委員会

報酬
決定

報酬
決定

各機関の主な役割
取締役会（2015年度の開催状況：８回）
● ソニーグループの経営の基本方針の決定
● ソニーグループの業務執行の監督
● 各委員会メンバーの選定・解職
● 執行役の選解任及び代表執行役の選定・解職 

指名委員会（2015年度の開催状況：５回）
● 取締役の選解任議案の決定
●  CEO及び執行役ならびにそれらに準ずる者の後継者計画の評価

監査委員会（2015年度の開催状況：６回）
● 取締役・執行役の職務執行の監査
●   会計監査人の選解任・不再任にかかる株主総会議案の内容の決定、

報酬の承認ならびに監査の方法及び結果の相当性の評価等を通じての
会計監査人の監督

報酬委員会（2015年度の開催状況：５回）
● 取締役、執行役、執行役員の個人別報酬の方針、ならびにかかる

方針にもとづく取締役及び執行役の個人別報酬の額及び内容の決定
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事業報告 会社役員の状況

執行役 
● 取締役会から授権された範囲での、ソニーグループの業務執行の
決定及び遂行

執行役の選任方針・手続
取締役会は、執行役の選解任及び担当領域の設定を必要に応じて
随時行うものとしています。その実施にあたって、取締役会（特に
社外取締役）は、執行役候補者が当社の業務執行において期待される
役割に照らして望ましい資質や経験、実績を有しているかの議論、
検討を行ったうえで、適任と考えられる者を選任しています。

執行役員 
●ビジネスユニット、本社機能、研究開発など、特定領域についての取締
役会及び執行役が決定する基本方針にもとづく担当業務の遂行

（ご参考）


コーポレートガバナンス報告書


　http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html

CSRレポート（コーポレートガバナンス）
　http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/governance/ 

（２） 取締役及び執行役の状況 
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■ 取締役

平　井　一　夫 ■ 指名委員 

吉　田　憲一郎 ■ 報酬委員 

＊安　樂　兼　光 ■ 監査委員 

＊永　山　　　治 
■ 取締役会議長　■ 指名委員会議長
中外製薬㈱　代表取締役会長 最高経営責任者 

＊二　村　隆　章 
■ 監査委員会議長
中外製薬㈱　社外監査役 

■ 報酬委員会議長
＊原　田　泳　幸 ㈱ベネッセホールディングス　代表取締役会長兼社長

㈱ベネッセコーポレーション　代表取締役社長

氏　名 担当及び重要な兼職等の状況

＊伊　藤　穰　一 

Massachusetts Institute of Technology（MIT）
Media Lab　所長
㈱デジタルガレージ　取締役
㈱BI.Garage　取締役
The New York Times Company　社外取締役 

Tim Schaaff
（ティム・シャーフ）

Intertrust  Technologies  Corporation　チーフ・ 
プロダクト・オフィサー 

＊松　永　和　夫 

■ 監査委員
一橋大学大学院国際企業戦略研究科　特任教授
住友商事㈱　社外取締役
高砂熱学工業㈱　社外取締役
橋本総業ホールディングス㈱　社外取締役
一般財団法人中東協力センター　理事長 

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/governance
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html


事業報告 会社役員の状況 

氏　名 担当及び重要な兼職等の状況

■ 指名委員
＊宮　田　孝　一 ㈱三井住友フィナンシャルグループ　取締役社長

㈱三井住友銀行　取締役 

■ 指名委員
Salesforce.com, inc.　社外取締役

＊John V. Roos
（ジョン・ルース） 

The Roos Group, LLC　CEO
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ　グローバル・
アドバイザリーボード委員
Centerview Partners LLC　シニア・アドバイザー
Geodesic Capital　ファウンディング・パートナー 

■ 報酬委員
東レ・ダウコーニング㈱　代表取締役会長・CEO

＊桜　井　恵理子    Dow Corning Corporation リージョナル・
プレジデント‐日本／韓国
㈱三井住友フィナンシャルグループ　社外取締役

（注１）＊は会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、全員を東京証券取引所が定める独立
役員として届け出ています。

（注２）監査委員会議長 二村隆章氏は公認会計士の資格、監査委員安樂兼光氏はグローバル企業
かつ製造業の最高財務責任者の経験をそれぞれ有しており、両氏とも財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しています。

　　　な お、当社はニューヨーク証券取引所に上場しているため、監査委員全員について一定の
独立性が求められることもあり、常勤の監査委員を選定していませんが、監査委員会の職務
執行を補佐する者を置くとともに、内部監査、その他社内関係部署及び会計監査人と連携し、
監査活動の充実に努めています。



（注３）当社と㈱三井住友銀行との間には、資金借入等の取引関係があります。
（注４）松永和夫氏 は、当年度末後の2016年４月１日付で三菱ふそうトラック・バス㈱取締役副会長

に就任しました。

■ 執行役

役　位 氏　名 主な担当

代表執行役　
社長 ＊平　井　一　夫 CEO

代表執行役　
副社長 ＊吉　田　憲一郎 CFO

執　行　役　
副社長 鈴　木　智　行 デバイスソリューション事業、

RDSプラットフォーム担当

執　行　役　 
EVP 神　戸　司　郎 法務、コンプライアンス、広報、CSR、

渉外担当

執　行　役　 
EVP 今　村　昌　志  生産・物流・調達・品質・環境担当、

エンジニアリングプラットフォーム担当

執　行　役　 
EVP 石　塚　茂　樹 イメージング・プロダクツ

＆ソリューション事業担当

（注１）＊は取締役を兼務する者です。
（注２）当年度末後の2016年４月１日付で次の執行役の主な担当につき異動がありました。

氏　名

鈴　木　智　行

異動後の主な担当

R&Dプラットフォーム担当、
エナジー事業、ストレージメディア 
事業担当

（注３）当年度末後の2016年４月１日付で就任した執行役は次のとおりです。

役　位 氏　名 主な担当

執　行　役 
EVP 

Andrew House 
（アンドリュー・ハウス）

ゲーム＆ネットワークサービス事業 
担当

執　行　役　 
EVP 

Michael Lynton
（マイケル・リントン）

映画・音楽事業担当 

執　行　役　 
EVP 高　木　一　郎 

ホームエンタテインメント＆サウンド
事業担当、コンスーマーAVセールス
＆マーケティング担当

執　行　役　 
EVP 十　時　裕　樹 モバイル・コミュニケーション事業 

担当 
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事業報告 会社役員の状況

（３） 責任限定契約の概要
当社の定款規定にもとづき、社外取締役全員９名及び業務執行
取締役でない取締役１名との間でそれぞれ締結した責任限定
契約の内容の概要は、次のとおりです。 
● 社外取締役及び業務執行取締役でない取締役は、この契約締結後、
会社法第423条第１項により当社に対し損害賠償義務を負う
場合において、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失が
なかったときは、3,000万円又は会社法第425条第１項各号の金額
の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する
ものとする。 

● 社外取締役又は業務執行取締役でない取締役の任期満了時に
おいて、再度当社の社外取締役又は業務執行取締役でない取締役に
選任され就任したときは、この契約は何らの意思表示を要せず当然
に再任後も効力を有するものとする。

（４） 取締役及び執行役の報酬等の額
基 本 報 酬

人　数 支給額
名 百万円 

■ 取締役 10 （注１） 151
　 （うち、社外取締役） （9） （136） 
■ 執行役 8 （注２） 470

合　　計 18 621

業 績 連 動 報 酬
人　数 支給額

名 百万円 
■ 取締役 ― ― （注３）

　 （うち、社外取締役） （―） （―） 
■ 執行役 6 533 （注４）

合　　計 6 533

株 式 退 職 金
人　数 支給額 

名 百万円 
■ 取締役 1 31 （注５）

　 （うち、社外取締役） （1） （31） 
■ 執行役 ― ―
合　　計 1 31

（注１）当社は、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給していませんので、
上記の取締役には執行役を兼務する取締役２名は含まれていません。

（注２）前年の定時株主総会日に退任した執行役２名を含んでいます。
（注３）当社は、執行役を兼務しない取締役に対して業績連動報酬を支給していません。
（注４）上記の2015年度業績連動報酬は、2016年６月に支給する予定の金額です。なお、2014年度

の業績連動報酬について、執行役全員８名は全額返上しました。
（注５）上記の株式退職金は、退任予定の取締役１名に対して2016年７月に支給する予定の金額

です。なお、株式退職金は、退任時の当社普通株式の株価にもとづき算出されますが、2016年
３月31日現在の当社普通株式の株価（終値）で試算しています。



（注６）上記のほか、ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行しており、当年度において
執行役分として397百万円の会計上の費用を計上しました。なお、新株予約権の内容について
は、42頁以降の「新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
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事業報告 会社役員の状況

（５） 取締役及び執行役の報酬等の決定に関する方針 
報酬委員会によって定められた個人別の報酬等の内容の決定
に関する方針は、次のとおりです。 

❶ 取締役報酬について
取締役の主な職務がソニーグループ全体の業務執行の監督である
ことに鑑み、グローバル企業であるソニーグループの業務執行の監督
機能の向上を図るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の取締役
として確保するとともに、その監督機能を有効に機能させることを
取締役報酬決定に関する基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬の構成を
　● 定額報酬
　● 株式退職金
とし、各報酬項目の水準及び構成比については、前述の方針に沿った
設定を行うものとする。
具体的には第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査に
もとづき、適切な報酬水準とする。
また、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給
しないものとする。
株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められる
ポイントを取締役に付与し、退任時にその累積数に当社普通株式の
株価を乗じて算出される金額とする。退任する取締役は、この支給された
退職金を用い、当社普通株式を購入することとする。 

❷ 執行役報酬について
執行役がソニーグループの業務執行の中核を担う経営層であること
に鑑み、会社業績の一層の向上を図るため、グローバルな観点で優秀
な人材を当社の経営層として確保するとともに、短期及び中長期の
業績向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを執行役
報酬決定に関する基本方針とする。
具体的には、執行役の報酬の構成を
　● 定額報酬
　● 業績連動報酬
　● 株価連動報酬
　● 株式退職金
とし、各報酬項目の水準及び構成比については、業績及び株主価値への
連動を重視し、前述の方針に沿った設定を行うものとする。
具体的には第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査に
もとづき、担っている職責に応じ適切な報酬水準とする。業績連動報酬
については、営業利益等のグループ連結業績及び担当職務に関する
業績達成度を支給内容決定の基礎とし、標準支給額に対し、原則０％
から200％の範囲で支給額が変動するものとする。
株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められる
ポイントを執行役に付与し、退任時にその累積数に当社普通株式の
株価を乗じて算出される金額とする。退任する執行役は、この支給された
退職金を用い、当社普通株式を購入することとする。 
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事業報告 会社役員の状況

（６） 社外取締役の活動状況
業務執行の監督にあたり取締役会の執行側からの独立性を担保すべく、
当社は、取締役会の半数以上を社外取締役（在任取締役全12名の
うち、９名が社外取締役）とし、かつ、独立性に関して当社が独自に
定める要件を満たした社外取締役を選任しています。また、各社外取締役
は、国内外の企業のCEO（経験者含む。）や会計士等、多様な経験と
幅広い見識を有しており、取締役会及び各委員会の場において、かかる
経験や見識にもとづき、経営に関して活発な意見交換及び議論を
行っています。このように独立性を満たし、かつ、経験・見識を有した
うえで経営に関与している社外取締役は、会社として健全かつ透明性の
高い経営判断を行う過程において重要な役割を果たしています。

氏　名 取締役会及び担当委員会への出席状況／
経験及び専門性 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 
 ■監査委員会　100％（６回／６回）

安　樂　兼　光 グローバル企業かつ製造業の経営に関する豊富
な経験に加え、財務及び会計に関する専門性を
有する。 

 ■取締役会　　 88％（７回／８回） 

永　山　　　治 
 ■指名委員会　 80％（４回／５回）

 グローバル企業の経営に関する豊富な経験と
幅広い見識を有する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 
 ■監査委員会　100％（６回／６回）

二　村　隆　章 公認会計士としての監査実務経験、内部統制に
関する専門性や国際性に加え、監査法人の経営
にも携わった経験を有する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 
 ■報酬委員会　100％（５回／５回）

原　田　泳　幸 グローバル企業における豊富な経験、  IT及び
 コンスーマービジネスの経営に関する幅広い見識

を有する。

氏　名 取締役会及び担当委員会への出席状況／
経験及び専門性 

 ■取締役会　　 88％（７回／８回）

伊　藤　穰　一  インターネット企業創業やベンチャーキャピタ
リストとしての幅広い経験に加え、オープン・
イノベーションに関する深い造詣を有する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 
 ■監査委員会　100％（６回／６回）

松　永　和　夫  経済産業省における職務を通じて培った、
グローバルな産業界・行政分野における豊富な
経験と深い見識を有する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 

宮　田　孝　一 
 ■指名委員会　100％（５回／５回）
銀行経営に関する豊富な経験と深い見識を
有する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 
 ■指名委員会　100％（５回／５回）
企業法務・証券法関連の弁護士、テクノロジー 

John V. Roos 分野に強みをもつ大手弁護士事務所のCEOや
（ジョン・ルース） シリコンバレーを拠点とする大手企業に対する

アドバイザーなどの豊富な経験に加え、元駐日
 米国大使としてビジネスや行政、国際渉外に

精通する。 

 ■取締役会　　100％（８回／８回） 

桜　井　恵理子 
 ■報酬委員会　100％（５回／５回）

 グローバル企業の経営に関する豊富な経験と
幅広い見識を有する。 
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　株主総会参考書類 第２号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件 株主総会参考書類

第２号議案 
ストック・オプション付与を目的として
新株予約権を発行する件
　会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、
当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び
従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権
を発行すること、ならびにかかる新株予約権の募集事項の決定
を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いする
ものです。
　なお、本議案に関し、当社の社外取締役には当該新株予約権
は付与されません。

Ⅰ．   特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をする
ことを必要とする理由
当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役
及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループ
の業績向上に対する貢献意欲を高め、以って業績を向上させることを
目的として、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役
及び従業員に対して、新株予約権を発行するものです。

Ⅱ．   本総会決議による委任にもとづき当社取締役会が募集事項を
決定することができる新株予約権（以下「本新株予約権」という。）
の発行要領

　 1  本新株予約権の数の上限
35,000個を上限とする。

　 2  本新株予約権と引換えにする金銭の払込み
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

　 3  本新株予約権の内容
　（１） 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権 の目的である株式の種類は普通株式とし、各
本新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」と
いう。）は100株とする。
な お、本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式
3,500,000株を上限とし、下記（２）により付与株式数が調整
された場合は、調整後付与株式数に左記 1 記載の本新株
予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

　（２） 付与株式数の調整

（
 本総会決議の日後に、当社が当社普通株式につき株式分割
無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合、付与株式数
は次の算式により調整されるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 
 
 
 
 

  

 

  

  

   

   

   

   

    なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものと
する。
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　株主総会参考書類 第２号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件 

（３） 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権 の行使に際して出資される財産の価額は、
本新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの
払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて
得られる金額とする。 
① 当初行使価額
　 行使価額は、当初、以下のとおりとする。

　 ● 行使価額を円建てとする場合
　本新株予約権の割当日の前 10営業日（終値（以下に定義
する。）のない日を除く。）の各日における東京証券取引所
における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」と
いう。）の単純平均の金額（１円未満の端数は切り上げる。
とする。ただし、その金額が、⒜本新株予約権の割当日の
翌日に先立つ 45営業日目に始まる 30営業日（終値のない
日を除く。）の各日における終値の単純平均の金額（１円未満
の端数は切り上げる。）、又は⒝本新株予約権の割当日の
終値（当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日
の終値）のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い
金額とする。

）

　 ● 行使価額を米ドル建てとする場合
　

② 行使価額の調整
　本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき
株式分割（無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合、
行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる
１円又は１セント未満の端数は切り上げるものとする。

１
分割・併合の比率調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

　上記のほか、本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併
する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う
場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要
とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整
されるものとする。

　（４） 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の割当日より１年を経過した日から、当該割当日
より10年を経過する日まで。

　（５） 本新株予約権の行使の条件 
①  各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 
②   当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認
されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
もしくは株式移転計画が当社株主総会（株主総会決議が
不要の場合は、当社取締役会）で承認されたときは、当該
合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降本新株
予約権は行使することができない。 

③   その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定
するものとする。

　（６） 本新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得条項は定めない。 

   

   
   

   
      

 

   
      本新株予約権の割当日の前10営業日（終値のない日を

除く。）の各日における終値の単純平均（以下「基準円価額」
という。）を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が
提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替
レート（以下「基準換算レート」という。）で換算した米ドル額
（１セント未満の端数は切り上げる。）とする。ただし、基準円
価額が、⒜本新株予約権の割当日の翌日に先立つ 45営業日目
に始まる30営業日（終値のない日を除く。）の各日における
終値の単純平均の金額、又は⒝本新株予約権の割当日の
終値（当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の
終値）のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額
を基準換算レートで換算した米ドル額（１セント未満の
端数は切り上げる。）とする。 
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　株主総会参考書類 第２号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件 事業報告 新株予約権等の状況

　（７）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額
とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において
増加する資本準備金の額は、上記 ①記載の資本金等増加
限度額から上記 ①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。

　（８） 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による当社の承認を要するものとする。

（ご参考）

（１）過去に発行した新株予約権の状況については、次頁以降の
「新株予約権等の状況」に記載のとおりですが、中長期的な
業績、ひいては株主価値向上をめざすインセンティブとしての
役割を十分に果たせるよう、権利行使禁止期間（新株予約権
の割当日から１年間）を置くとともに、付与対象者との間の
割当契約において、行使可能数の制限（原則として毎年
付与数の３分の１ずつ解除され、付与日から３年後に初めて
全付与数が行使可能）や行使時における在籍要件などの権利
行使制限を設けています。今後発行されるストック・オプション
についても同様の権利行使禁止期間や権利行使制限を設定
する予定です。

（２）本新株予約権の目的となる株式の上限数（ 3,500,000株）
は、2016年３月31日現在の発行済株式総数の 0.28％、
また、ストック・オプション付与を目的として過去に発行した
残存する新株予約権の未行使分の目的となる株式の上限数
との合計（ 19,278,200株）は、同発行済株式総数の 1.53％に
相当します。

新株予約権等の状況
＊第２号議案の補足情報として、「2015年度事業報告　３. 新株予約権等の
状況」を以下に記載しています。

（１） 当年度末における新株予約権等の状況 

名　称 行使期間（発行年月日）

新　株
予約権
の　数

目的となる
株式の数

行　使
価　額

新　株
予約権
行使率

第12回 2006年 個 株 円 ％ 
普通株式 11月16日～ 
新株予約権 2016年 6,996 699,600 4,756 1.6
（2006年11月16日） 11月15日
第13回 2006年 米ドル 
普通株式 11月17日～ 
新株予約権 2016年 9,720 972,000 40.05 7.3
（2006年11月16日） 11月16日
第14回 2007年 円 
普通株式 11月14日～ 
新株予約権 2017年 4,561 456,100 5,514 －
（2007年11月14日） 11月13日
第15回 2007年 米ドル 
普通株式 11月14日～ 
新株予約権 2017年 10,635 1,063,500 48.15 －
（2007年11月14日） 11月13日
第16回 2009年 円 
普通株式 11月18日～ 
新株予約権 2018年 4,864 486,400 2,987 11.2
（2008年11月18日） 11月17日
第17回 2009年 米ドル 
普通株式 11月18日～ 
新株予約権 2018年 9,918 991,800 30.24 7.4
（2008年11月18日） 11月17日
第18回 2010年 円 
普通株式 12月９日～ 
新株予約権 2019年 4,118 411,800 2,595 24.0
（2009年12月９日） 12月８日
第19回 2010年 米ドル 
普通株式 12月９日～ 
新株予約権 2019年 10,812 1,081,200 29.56 5.3
（2009年12月９日） 12月８日
第20回 2011年 円 
普通株式 11月18日～ 
新株予約権 2020年 5,210 521,000 2,945 12.7
（2010年11月18日） 11月17日
第21回 2011年 米ドル 
普通株式
新株予約権 

11月18日～ 
2020年 11,004 1,100,400 35.48 －

（2010年11月18日） 11月17日 
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事業報告 新株予約権等の状況

名　称 行使期間（発行年月日）

新　株
予約権
の　数

目的となる
株式の数

行　使
価　額

新　株
予約権
行使率

第22回 2012年 個 株 円 ％
普通株式 11月22日～ 
新株予約権 2021年 3,517 351,700 1,523 52.5
（2011年11月22日） 11月21日
第23回 2012年 米ドル
普通株式 11月22日～ 
新株予約権 2021年 10,772 1,077,200 19.44 23.8
（2011年11月22日） 11月21日
第24回 2013年 円
普通株式 12月４日～ 
新株予約権 2022年 3,710 371,000 932 43.8
（2012年12月４日） 12月３日
第25回 2013年 米ドル
普通株式 12月４日～ 
新株予約権 2022年 6,809 680,900 11.23 27.0
（2012年12月４日） 12月３日
第26回 2014年 円
普通株式 
新株予約権

11月20日～ 
2023年 7,251 725,100 2,007 10.3

（2013年11月20日） 11月19日
第27回 2014年 米ドル
普通株式 11月20日～ 
新株予約権 2023年 8,037 803,700 20.01 10.8
（2013年11月20日） 11月19日
第28回 2015年 円
普通株式 11月20日～ 
新株予約権 2024年 8,506 850,600 2,410.5 0.1
（2014年11月20日） 11月19日
第29回 2015年 米ドル
普通株式 
新株予約権 

11月20日～ 
2024年 8,262 826,200 20.67 1.1

（2014年11月20日） 11月19日
第30回 2016年 円
普通株式 11月19日～ 
新株予約権 2025年 11,875 1,187,500 3,404 －
（2015年11月19日） 11月18日
第31回 2016年 米ドル 
普通株式 11月19日～ 
新株予約権 2025年 11,205 1,120,500 27.51 －
（2015年11月19日） 11月18日

（注）い ずれもストック・オプション付与を目的として金銭による払込みを要しない形で発行したものです。

当社取締役及び執行役の保有状況 

取 締 役（ 社 外 取 締 役 を
除 く ） 及 び 執 行 役 社 外 取 締 役

名　称 新株予約権の 新株予約権の
目 的 と な る 保有者数 目 的 と な る 保有者数
株 式 の 数 株 式 の 数

第12回
株 名 株 名

普通株式 
新株予約権

10,400 4 － －

第13回 
普通株式 
新株予約権

24,000 1 － －

第14回
普通株式
新株予約権 

14,500 4 － －

第15回
普通株式 
新株予約権 

30,000 1 － －

第16回 
普通株式 
新株予約権

16,800 4 － －

第17回 
普通株式 
新株予約権

30,000 1 － －

第18回
普通株式 
新株予約権

23,000 4 － －

第19回
普通株式 
新株予約権 

50,000 1 － －

第20回
普通株式 
新株予約権

27,000 4 3,600 2

第21回
普通株式 
新株予約権

50,000 1 － －

第22回 
普通株式 
新株予約権 

27,000 4 － －

第23回
普通株式
新株予約権 

80,000 1 － －

第24回
普通株式
新株予約権 

43,300 4 － －

第25回
普通株式
新株予約権 

200,000 1 － －
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事業報告 新株予約権等の状況

取 締 役（ 社 外 取 締 役 を
除 く ） 及 び 執 行 役 社 外 取 締 役

名　称 新株予約権の 新株予約権の
目 的 と な る 保有者数 目 的 と な る 保有者数
株 式 の 数 株 式 の 数

第26回
株 名 株 名

普通株式
新株予約権 

63,900 5 － －

第27回
普通株式
新株予約権 

200,000 1 － －

第28回
普通株式
新株予約権 

145,000 5 － －

第29回
普通株式
新株予約権 

100,000 1 － －

第30回
普通株式
新株予約権 

235,000 5 － －

第31回
普通株式
新株予約権 

200,000 1 － －

（２） 当年度中に当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
当該新株予約権等の内容は、前記（１）  に記載の第30回及び第31回
普通株式新株予約権のとおりです。

当社従業員、当社子会社の取締役及び従業員への交付状況

当 社 従 業 員 当 社 子 会 社 の 取 締 役
及 び 従 業 員

名　称 新株予約権の 新株予約権の
目 的 と な る 交付者数 目 的 と な る 交付者数
株 式 の 数 株 式 の 数

株 名 株 名
第30回
普通株式 444,300 330 517,200 407
新株予約権 
第31回
普通株式 3,500 2 942,000 565 
新株予約権 

45 46 

（３） その他新株予約権等の状況
新株予約権付社債

名　称 行使期間（発行年月日）

新　株
予約権
の　数

目的となる
株式の数

行　使
価　額

新　株
予約権
行使率 

1 3 0％コールオプ 個 株 円 ％ 

ション条項付第６回
2015年無担保転換社債型 ９月１日～ 新株予約権付社債 2022年（社債間限定同順位 ９月28日

特約付）

120,000 23,961,661 5,008 －

（2015年７月21日） 




