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テクノロジーに裏打ちされた
クリエイティブエンタテインメントカンパニー

ソニーは「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」として、 

「人に近づく」という経営の方向性のもと、さらなる価値を創造し、 

企業価値の向上を実現するとともに、持続可能な社会の発展に貢献していきます。



Purpose
存在意義

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。

Values
価値観

夢と好奇心
夢と好奇心から、未来を拓く。

多様性
多様な人、異なる視点がより良いものをつくる。

高潔さと誠実さ
倫理的で責任ある行動により、ソニーブランドへの信頼に応える。

持続可能性
規律ある事業活動で、ステークホルダーへの責任を果たす。

Sony’s Purpose & Values
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人に近づき、 
世の中に感動を届け続ける

ソニーは、「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエン

タテインメントカンパニー」です。

新型コロナウイルスの影響で社会の在り方や人々の生活

が大きく変わる中、全世界で約11万人のソニーグループ社

員は、当社のPurpose & Values（存在意義および大切に

する価値観）、そして、「人に近づく」というグループ共通の

経営の方向性のもと、人々に感動を届け続けることに社会

的使命を感じ、力強く事業を推進してくれています。今後も

ソニーは長期視点の経営を維持し、多様な事業とその活動

を通じて価値を創出してまいります。

吉田 憲一郎
代表執行役 会長 兼 社長 CEO

CEOメッセージ
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およびDirect to Consumer（DTC）事業。

•  人と人を繋ぐ事業：クリエイターが感動コンテンツを創

り、そしてユーザーがそれを楽しむために欠かせない

機器を提供しているソニーのブランデッドハードウェ

ア事業と、世界中の人々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ある、CMOS

イメージセンサー事業。

•  人を支える事業：車載センシングによる「安全」、メディ

カルによる「健康」、そして金融サービスによる「安心」

の価値をもたらすこれらの事業は、ソニーの技術が生

かせる長期視点での成長領域でもあります。

　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、多岐にわたります。この多様性は、経営の安

定性にもつながっていますが、引き続き多様な事業ポー

トフォリオをソニーのさらなる強みとすべく、グループ経

営の強化に努めていきます。事業ポートフォリオの継続

的な見直しは経営の規範として行っていきますが、人と

ソニーの社会的存在意義

　長期視点で新たな価値を生み出すためには、世界中

の社員と「ソニーが何のために存在し、どこに向かうの

か」を共有していくことが極めて重要です。当社は、技術

の力を用いて人々の生活を豊かにしたい、というファウ

ンダーの夢から生まれた会社であり、この思いが現在の

ソニーのPurpose、「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」の起源ともなっています。

「人」を軸とした事業ポートフォリオ

　「人に近づく」という経営の方向性のもと展開してい

るソニーの事業ポートフォリオは、「人」を軸に以下の3つ

に大別することができます。

•  人の心を動かす事業：クリエイターとともに感動コンテ

ンツを創り、それをユーザーに届けるコンテンツ事業

いう基軸は不変です。

　ソニーグループの全事業を貫き、力を与えるテクノロ

ジーと、多様な人材を基盤として、長期視点で価値を生

み出していきます。

グループ経営の強化に向けた 
経営機構改革

　2020年5月には、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、2つのグループ経

営強化施策の実施を決定、発表しました。

　まず、現在のソニー株式会社の商号を変更し、新生グ

ループ本社として「ソニーグループ株式会社」を2021年

4月に発足させます。これは、グループの本社機能とエレ

クトロニクス事業の本社間接機能を有している現在の

ソニー株式会社の機能を明確に分割・再定義し、グルー

プの本社機能に特化する「ソニーグループ株式会社」を
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CEOメッセージ

価値創造モデル

Purpose
（存在意義）

経営の方向性

多様な事業
ポートフォリオ

価値創造の
基盤

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。

人に近づく

クリエイター ユーザー

コンテンツビジネス

人の心を動かす 人の心を動かす人と人を繋ぐ

人を支える

ブランデッドハードウェア
CMOSイメージセンサー

Direct to Consumer
サービス

車載センシング メディカル

テクノロジー

人材

金融
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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

営のオプショナリティを上げたうえで、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、コロナ危機とともに地政

学リスクが高まる中、日本に安定した事業基盤を有する

金融事業の完全子会社化は、グローバル企業としての

経営の安定にもつながると考えています。

各事業分野の現状と方向性

　2018年度からは、「持続的な社会価値と高収益の創

出」をテーマとする第三次中期経営計画を進めていま

す。新型コロナウイルスの影響から、人の消費行動や価

値観、社会の在り方も変わる中、対応策を講じる必要は

あるものの、2018年度に打ち出した長期視点に基づく

基本的な方針は変わりません。

発足することを目的としたものです。「ソニーグループ株

式会社」の主なミッションは、①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、②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、③イ

ノベーションの基盤である人材と技術への投資、を長期

視点でのグループ全体の価値向上の観点から行うこと

です。また、主要事業会社のトップも参画する経営体制

のもと、各事業とグループ本社の体系的な人材交流の

仕組みも組み込んでいく考えです。なお、「ソニーグルー

プ株式会社」発足にともない、「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

を担う現在のソニーエレクトロニクス株式会社が継承し

ます。

　もう1つの施策が、金融事業の持株会社であるソニー

フィナンシャルホールディングス株式会社の完全子会社

化です。金融事業は、ここ数年で複数回にわたり持分比

率を引き上げてきたとおり、エンタテインメント、エレクト

ロニクスと並ぶコア事業です。今回の決定は、上場子会

　各事業分野の現状と進化の方向性は、以下のとおり

です。

　ゲーム＆ネットワークサービス（G&NS）分野では、外

出自粛の中でデジタルエンタテインメントの需要が世界

的に増加し、2020年6月末時点でプレイステーションⓇ

プラス（PS Plus）の会員数は4,500万人に達していま

す。このユーザーとのエンゲージメントは今後も維持拡

大を目指します。同時に、2020年年末商戦期に発売予

定のプレイステーションⓇ5（PS5™）では、ユーザーの

ゲーム体験を、解像度に加え、ゲームデータ処理のスピー

ド、3次元での立体的な音、そして新しいコントローラー

を通じてこれまで以上にリアルな触感を届けることに

よって、さらに進化させていきます。プレイステーション

Ⓡプラットフォームでは、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。

　音楽分野は、EMI Music Publishingの買収による音
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CEOメッセージ

楽出版事業の強化とストリーミング市場の伸長により、

安定成長を見込んでいますが、アーティストやカタログ

をめぐる競争は熾烈さを増しています。海外の音楽事業

では2019年8月に発足したソニー・ミュージックグルー

プのもと、レーベルと出版がアーティストを全方位から

サポートしていく体制を構築しています。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、アーティストのマ

ネジメントおよびサポートは強化領域です。

　映画分野においては、各社DTCサービスの強化によ

る映像コンテンツの需要増大を踏まえ、独自IPの展開

とクリエイティブ強化に投資し、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継続していきます。

具体的には、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づくり

や、プレイステーション向けゲームIPの映画・テレビ番組

への展開、『ジュマンジ』や『バッドボーイズ』など、すでに

保有しているIPの再活性化などが挙げられます。

　ゲーム・音楽・映画セグメントにまたがるアニメについ

ては、One Sonyを体現する領域として、今後ますます注

力していきます。具体的には、「Funimation」など自社の

アニメDTCサービスを通じて、日本のアニメを世界中の

ファンに届けることに貢献することを目指しています。加

えて、顧客層の親和性が高いゲームとアニメの協働も強

化していきます。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も、Bilibili社との資本・業務提

携をはじめ、現地企業との幅広い関係強化を進めます。

　エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション（EP&S）

分野では、音・映像・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・サービスを展開するとともに、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」へのニーズの高まりにも貢献していきます。撮影・

中継・編集の技術のさらなるリモート化や、これらのソ

リューションを用いた遠隔での音楽ライブなど、新しい

領域にも展開していく考えです。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

の技術を生かし、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。また、コロナ危機による商品需

要やサプライチェーンへの影響に鑑み、環境変化に応じ

た体質の強化に取り組みます。

　イメージング＆センシング・ソリューション（I&SS）分

野では、イメージング用途でのグローバルNo.1を堅持

し、センシング用途でも世界No.1を目指すという目標に

変更はありません。スマートフォンへの採用が進むToFセ

ンサーをはじめ、「人と人を繋ぐ」モバイル機器でのセン

シング需要に対応していくとともに、長期での成長が期

待される「人を支える」車載センシングなどにも注力しま

す。世界最高水準にある積層技術を生かしている当社

のイメージセンサーは、AI時代のキーデバイスになると

考えており、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」を通じた、幅広い分野へのAI

センシングソリューションの展開を目指しています。

　金融分野では、ソニーフィナンシャルホールディング

スの新経営体制のもと、中核事業である生命保険事業
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地球が健全であることが前提となります。この認識のも

と、環境や人権に対する取り組みをステークホルダーと

ともに全ての事業横断的に継続することに加えて、事業

活動そのものを通じての貢献にも努めていきます。その

一例として、2020年1月のCESで発表した、「VISION-S」

の取り組みがあります。先に「人を支える」領域の1つとし

て触れたイメージング&センシング技術を通じた車の安

全、そして長期的には車のEV化・サービス化・グリッド化

などモビリティのメガトレンドの進展を促すことによって

地球環境にも貢献するものと考えています。

　世界中に大きな影響をもたらした新型コロナウイル

ス感染症に関しては、2020年4月に医療、教育、クリエイ

ティブコミュニティの各領域で影響を受けている人々へ

の支援を目的とする1億USドルのグローバル支援基金

を立ち上げました。治療に従事している医療関係者や

感染症対策に尽力されている関係者の皆様の支援を目

的とした国際機関・NGOへの寄付に加え、エムスリー社

との協業やフェイスシールドの製造・寄贈などを通じた

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みます。また、ソニーコン

ピュータサイエンス研究所と協働したデータ分析や、AI

を活用した新自動車保険商品の発売といった事例もで

てきており、こうしたソニーのテクノロジーを活用した、

さらなるグループ内シナジーの実現も目指します。

　さまざまな事業にかかわるAIについては、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、株式会社ソニーAIを設立しました。ゲームやイメージ

ング&センシングといったソニーならではの領域でAI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。

人と社会と地球への貢献

　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、

医療分野への支援、プログラミング教育キットの無償提

供などを通じた子どもたちへの支援、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すで

に実行しており、今後も継続します。

　またソニーは、人権と多様性にコミットしています。

全ての人に尊厳と敬意をもって接することは、ソニー

の最も大事な行動規範の1つであり、事業と社員の多

様性を強みとする文化を築いてきました。2020年6月

にソニー・ミュージックグループが発表した1億USドルの

「Global Social Justice Fund」の設立は、こうしたソ

ニーグループ共通の価値観に基づくものであり、ソニー・

ピクチャーズ エンタテインメントおよびソニーグループ

各社もこのファンドの設立をサポートしています。ファン

ドを通じて、社会正義および人権保護を目的とする取り

組みを支援していきます。

　ソニーは今後も、長期視点に基づき、事業活動やさま

ざまな社会支援を通じて、「人」「社会」「地球」に貢献し、

価値創造を続けてまいりますので、ご期待ください。
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CEOメッセージ

代表執行役 会長 兼 社長 CEO
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取り組み事例

10

VISION-S

2020年1月に開催された「CES 2020」にて、モビリティ

における安心・安全、快適さ、エンタテインメントを追求

する取り組みとして、「VISION-S」を発表し、ブースには

試作車を展示しました。高度な運転支援を実現するた

めに、ソニーの車載向けCMOSイメージセンサーやToF

センサーなど、数種類のセンサーを33個配置し、エンタ

テインメント面では没入感のある立体的な音場を実現

する音楽体験「360 Reality Audio」を、各シートに内蔵

されたスピーカーで提供します。

Sony AI

「AIで人類の想像力とクリエイティビティを解き放つこ

と」というミッションのもと、Sony AI（株式会社ソニー

AI）を設立しました。Sony AIは、AIの研究開発を加速

し、ソニーグループが保有するイメージング&センシング

技術やロボティクス技術、さらにはエンタテインメントの

資産を掛け合わせ、AIを通じた事業変革と、新たな事業

分野創出への貢献を目標としています。現在、ゲーム、イ

メージング&センシング、ガストロノミーの3領域におい

てフラグシップ・プロジェクトを立ち上げています。

Unleash Human Imagination and

Creativity with AI

Sony AI
https://ai.sony

https://ai.sony
https://ai.sony
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環境への貢献

全ての事業は、人、社会、地球が健全であることが前提

との認識のもと、ソニーでは環境に貢献するさまざまな

活動に注力しています。具体的には、環境負荷ゼロに向

けた長期計画「Road to Zero」のもと、海洋プラスチッ

ク対策や再生可能エネルギーの導入などを推進してい

ます。また、事業を通じた環境貢献としても、サステナブ

ルな新素材の開発や消費電力削減を実現するセンサー

の開発、モビリティの進化などに取り組んでいます。

社会支援に取り組むグローバル基金

新型コロナウイルス感染症により世界各国で影響を受

けている人々を支援するため、2020年4月に総額1億

USドルの支援ファンド「新型コロナウイルス・ソニーグ

ローバル支援基金」を立ち上げました。この基金を通じ

て、主に「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の 

3つの領域における支援活動を展開しています。

また、2020年6月にはソニー・ミュージックグループが主

導し、総額1億USドルの「Global Social Justice Fund」

を設立しました。ファンドを通じて、ソニーグループ各社

が協力し、社会正義および人権保護を目的とする取り

組みの支援を行っていきます。

医療 教育 クリエイティブコミュニティ

新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

2050年
「環境負荷ゼロ」達成

余剰バイオマスを 
利用したサステナブルな

新素材

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

2040年
使用電力を100%再生可能

エネルギー化



ファウンダーの夢から生まれたソニー

　1946年、井深大と盛田昭夫が、自分たちの技術を世

の中に役立てていきたいとの思いから、二十数名の仲

間とともにソニーの前身・東京通信工業株式会社を設

立。ラジオの修理から始まり、大衆製品の開発・販売に取

り組みました。会社設立の目的を「技術者がその技能を

最大限に発揮することのできる“自由闊達にして愉快な

る理想工場”を建設し、技術を通じて日本の文化に貢献

すること」と記しています。

　1958年に社名を現在の「ソニー」に変更しました。電

機メーカーを連想させない社名を選んだのは、「電気製

品にとどまらず、開拓者精神を発揮して新しい分野にも

挑戦し、世界に通用する企業グループになっていこう」

という井深、盛田たちの思いの表れでした。

「設立趣意書」

多様性による価値創造のあゆみ

ゲーム
映画

金融
音楽

半導体
エレクトロニクス

1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20201985

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

10

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション イメージング＆センシング・ソリューション 音楽

エレクトロニクス事業は、多様な人材とテクノロジーにより、「感動」
をもたらすさまざまな製品を輩出してきました。近年では、2006年
にコニカミノルタ社よりデジタル一眼レフカメラ関連事業を取得し

（⑧）、現在、ソニーの技術とデバイスを生かしたα™（Alpha™）ブ
ランドでフルサイズ一眼カメラ市場を牽引しています。2013年には、
オリンパス社との合弁にてソニー・オリンパスメディカルソリュー
ションズを設立し（⑩）、ソニーが有する最先端のエレクトロニクス
技術と、オリンパス社が有する医療機器製造・開発技術を組み合わ
せ、世界の医療の発展への貢献を目指しています。

1955年に日本初のトランジスタ開発から始まった半導体事業
は、1970年代にCCDの開発に着手しました。1979年には、12万
画素のCCDイメージセンサー「ICX008」を商品化し（③）、その後
も差異化技術に取り組み、2000年にはCMOSイメージセンサー

「IMX001」を商品化（⑦）。さらに、ゲーム事業におけるCPU開発
で培った技術の活用や、開発・設計から生産まで一貫した技術力
を背景に、現在はCMOSイメージセンサーのイメージング用途で
の金額シェアNo.1＊1を実現し、センシング領域にも注力してい 
ます。

1968年に米国CBS社との合弁でCBS・ソニーレコード（現、ソ
ニー・ミュージックエンタテインメント（SMEJ））を設立し（①）、ソ
フトウェアビジネスに参入しました。1988年には米国CBS社傘下
のCBSレコードを買収し、グローバルで音楽事業を展開（④）。そ
の後もベルテルスマングループとの合弁やレーベルへの出資な
どを通じ、音楽制作事業の拡大を進めました。音楽出版事業で
は、2018年にEMI Music Publishingを100%子会社化し（⑪）、
世界第1位＊1のポジションを構築しています。

＊1 ソニー調べ

12



ゲーム
映画

金融
音楽

半導体
エレクトロニクス

1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20201985

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

10

16

24

13

24

11

12

82,599
億円

ゲーム&
ネットワーク
サービス

エレクトロニクス・
プロダクツ&
ソリューション

音楽

金融

イメージング＆
センシング・
ソリューション

映画

2019年度

6
69

8
8

９ 73,148
億円

エレクトロニクス

保険
映画

音楽

ゲーム

2000年度

80

13
7

1990年度

36,955
億円

エレクトロニクス

映画

音楽 11

13

9

24

16

7

12

8

71,776
億円

デバイス

ホームエンタテインメント&
サウンド

音楽

ゲーム

金融

イメージング・
プロダクツ＆
ソリューション

モバイル・プロダクツ&
コミュニケーション

映画

2010年度

1009,052
億円

1980年度

エレクトロニクス

連結売上高 及び営業収入／売上高構成比率（%）　※構成比率はその他・全社（共通）およびセグメント間取引消去を除いて算出

金融 映画 ゲーム＆ネットワークサービス

1979年に米国保険会社プルデンシャル社との合弁によるソニー・
プルデンシャル生命保険（現、ソニー生命保険）を設立（②）。ライ
フプランナー制度を発足し、「ライフプランナー」による「コンサル
ティングに基づく保障設計」という革新的スタイルを構築しまし
た。1998年には損害保険事業、2001年には銀行事業に参入し、
お客様一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品・サービス提
供を目指す金融グループとして、事業の発展を続けています。

1989年に米国の映画会社コロンビア・ピクチャーズ社を買収し
（現、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）、映画、テレビ番
組、その他の映像を含めた幅広いソフトウェアビジネスの確立を
目指しました（⑤）。その後、Screen Gems、Sony Pictures 
Digital、TriStar Productionsなどを設立しました。現在では、映
画製作、テレビ番組制作、メディアネットワークという3つの分野
を持つ独立系映画会社として、独自のポジションを築いてい 
ます。

1993年、ソニーとSMEJの共同出資によりソニー・コンピュータエ
ンタテインメント（現、ソニー・インタラクティブエンタテインメン
ト）を設立し（⑥）、翌年、家庭用ゲーム機プレイステーションを発
売。2006年にはプレイステーション™ネットワーク（PSNSM）を開
始しました（⑨）。現在では、プレイステーションⓇ4（PS4Ⓡ）の累
計販売台数は1億1,210万台＊2を達成し、PSNの月間アクティブ
ユーザーは1億1,300万＊3以上という、世界有数のエンタテインメ
ントプラットフォームとなっています。

13

＊2 2020年6月末時点
＊3 2020年6月の時点。アクティブユーザーは、当社調査による推計値。



14

ソニーは、「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」という
Purpose（存在意義）と「人に近づく」という経営の方向性のもと、「人」を軸とした多
様な事業を展開し、持続的な価値創造を目指しています。
そして、これらの事業による創出価値は、Purposeに基づき、ユーザーとクリエイ
ター、そして人々が暮らす社会の観点で3つに大別されます。

『Ghost of Tsushima（ゴースト オブ ツシマ）』©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
© 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ゲームや音楽、映画などのコンテンツ事業およびDirect to Consumer（DTC）事業に

て、人の心を動かすコンテンツを創出するとともに、ユーザーが集うコミュニティや創

造的な体験を共有できるフィールドを構築します。エレクトロニクス事業では人々が

感動で繋がるための「リアリティ」「リアルタイム」「リモート」を追求した技術により、良

質なコンテンツやコミュニケーションを楽しめる環境をつくり出します。またCMOSイ

メージセンサー事業では、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を供給しています。

創出価値

感動体験で人の心を豊かにする1

Purpose
存在意義

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。

創出価値

感動体験で人の心を豊かにする1

クリエイターの夢の実現を支える2

世の中に安全・健康・安心を提供する3
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クリエイターの発掘・育成・プロデュースやアーティストへの全方位からのサポートに加

え、プラットフォーム・技術・ノウハウの提供などを通じて、クリエイターが思う存分、創

造力や表現力を発揮できる環境をつくり、その自己実現を支えます。創出されたコンテ

ンツは、ゲームや音楽、映画などの多様な領域で世界に届けられ、人々の心を動かしま

す。また、クリエイターが求める表現を可能とするエレクトロニクス製品・技術・サービス

を通じた時間価値の最大化や、リモートソリューションによる遠隔でのコンテンツ制作

やライブイベントの実現にも貢献していきます。

「安全」「健康」「安心」といった価値で人を支える事業を通じて、人々が感動に満ちた

毎日を享受できる社会づくりに貢献します。CMOSイメージセンサーや車載センシング

などの技術を通じて車の安全とモビリティの未来へ貢献するとともに、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生かして人々

の健康へも貢献していきます。金融事業では、さまざまな情報を活用した適切なアドバ

イスと商品・サービスを通じた安心・安全の提供に加え、金融サービスへのアクセス改

善とイノベーションの推進によって、生活の利便性を向上します。

クリエイターの夢の実現を支える2 世の中に安全・健康・安心を提供する3



4,000

3,345

1,805

3,000

2,000

1,000

0

営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）

投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く）

左：2018年度　右：2019年度

ゲーム＆
ネットワーク
サービス

588

1,211

音楽

501

1,415

映画

1,538
1,238

エレクトロニクス・
プロダクツ＆
ソリューション

1,961

3,089

イメージング＆
センシング・
ソリューション

0

△370

△732△1,000

△2,000

△3,000

左：2018年度　右：2019年度

※米国会計原則に則った開示ではありませんが、ソニーはこの開示が投資家の皆様に有益な情報を提供するものと
　考えています。詳細は、2019年度連結業績概要の「セグメント別キャッシュ・フロー」をご参照ください。

ゲーム＆
ネットワーク
サービス

△2,341

△562

音楽

△188
△405

映画

△643

△1,089

エレクトロニクス・
プロダクツ＆
ソリューション

△1,325

△2,246

イメージング＆
センシング・
ソリューション

（億円）

（億円）

各事業分野の特性

ゲーム＆ネットワークサービス （G&NS）

音楽

収益源

自社開発タイトルの販売に加え、外部ゲームタイトル販売
会社からのライセンス収入やPSNを通じたネットワーク収
入＊1の比率が高まっており、リカーリング型の安定収益が
あることが特徴です。また費用の平準化にも取り組み、コ
ンソールサイクルによる収益の変動幅は従来よりも縮小し
ています。

資本投下領域＊2

ハードウェアの生産は主に外部委託しており、また新規コ
ンソール開発費の多くを費用計上しているため、資産の増
減は一定範囲で推移しています。投資先としては、コンテ
ンツIP強化に向けた研究開発のほか、ゲームタイトル開発
会社などへのM&Aなどがあります。

収益源

音楽制作はデジタル配信やパッケージ販売で得た収益を
アーティスト等に分配するため、資金効率が比較的高い事
業です。大型買収を行った音楽出版では、巨大な音楽カタ
ログを有しており、ROIC（投下資本利益率）は低いものの、
長期にわたって使用料などの安定した収益、キャッシュ・フ
ローを得られる事業構造となっています。

資本投下領域＊2

タレントの発掘・育成活動を積極的に行っているほか、買収
によるカタログ拡充の機会も模索しています。2018年度に
はEMI Music Publishingの買収により投資は大きく膨ら
みました。なお、音楽カタログは細分化されたコンテンツの
集合であり、カタログ資産の流動性が高いのが特徴です。

19

51

17

7 ハードウェア

6 フィジカルソフトウェア

デジタルソフトウェア・
アドオンコンテンツ

ネットワーク
サービス

その他

2019年度

売上高
構成比（%）

33

19

25

音楽制作
（ストリーミング）

23
音楽制作（その他）

音楽出版

映像メディア・
プラットフォーム

2019年度

売上高
構成比＊3（%）

＊2 資本投下領域には資産化されない費用項目も含みます。
＊3 外部顧客に対するもの

＊1  プレイステーションⓇストア（PS 
Store）やPS Plus、プレイステー
ション™ナウ（PS Now）といっ
た定額制サービスを含む
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金融

イメージング＆センシング・ソリューション （I＆SS）映画

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション （EP&S）

収益源

映画製作では劇場興行収入に加え、デジタル配信やテレビ
ライセンスからの収益が中長期にわたり計上されます。多
くの人気シリーズを抱えるテレビ番組制作や、視聴料と広
告料という2つの収益源を持つメディアネットワークでは
安定的な収益が期待できます。

資本投下領域＊2

コンテンツ制作・獲得費用が繰延映画製作費として資産化
される一方で、資金回収は長期にわたるため、投下資本が
大きくなります。投資対象は、映画製作、テレビ番組におけ
る制作会社などで、比較的中規模な買収を行っています。

収益源

事業の中心はイメージセンサーで、CMOSイメージセン
サーにかかわる技術力と高いシェアを背景に、確たる成
長軌道にあります。用途は、モバイル向けに加え、自動車や
ファクトリー・オートメーション向けの新規用途も拡大して
いく計画です。

資本投下領域＊2

頻繁な設備更新が必要な半導体メモリメーカーなどとは
異なり、同じ設備を使いながら性能改善や新しい機能に
よる差異化が可能であり、相対的に大きな設備投資負担
を定常的に必要としないことが特徴です。現在は旺盛な
需要とエッジAI処理技術を生かした新製品やソフトウェ
アの開発などに向けて、積極的な研究開発と設備投資を
行っています。

収益源

売上規模や販売台数よりも収益性を重視する方針のもと、
高付加価値戦略をとっています。コスト構造や在庫管理も
含めた構造改革に加え、グループ会社間の開発・生産・物
流・販売オペレーションの一貫体制を構築したことなどに
より、高度なコストコントロールができています。

資本投下領域＊2

映像や音にかかわる差異化された技術や高付加価値製品
に対する研究開発投資を行っています。設備投資は減価
償却費の範囲内での経常投資が中心で、現時点で大型の
設備投資計画などはありません。

47

30

23

映画製作

テレビ番組制作

メディア
ネットワーク

2019年度

売上高
構成比＊3（%）

87

13

イメージセンサー

その他

2019年度

売上高
構成比（%）

9010
ソニー生命

ソニー損保・
ソニー銀行・
その他

2019年度

売上高
構成比（%）

33

1819

18

12 テレビ
その他

オーディオ・
ビデオ

静止画・
動画カメラ

モバイル・
コミュニ
ケーション

2019年度

売上高
構成比＊3（%）
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収益源

生命保険事業では、お客様一人ひとりのライフプランに合
わせたオーダーメイドの生命保険を高度なコンサルティン
グにより提供するという独自のビジネスモデルのもと、安
定的な収益を得ています。損害保険事業では、自動車保険
を主とした個人のお客様向けの各種保険商品におけるダ
イレクトビジネスにより収益を得ており、銀行事業では、イ
ンターネットを通じた個人のお客様向けの住宅ローンや外
貨預金を展開しています。

資本投下領域＊2

金融機関として経営の健全性を確保したうえで、金融事
業の中核となる生命保険事業の強みであるライフプラン
ナーチャネルのさらなる価値向上を図るほか、各事業で
の社会変化・環境変化に応じた商品・サービスやテクノロ
ジーを活用した商品・サービスの開発を行っています。



※  金融分野を除くキャッシュ・フロー情報は、連結財務諸表作成に用いられた米国会計原則には準拠していない非監査情報ですが、
ソニーは、この開示が投資家の皆様に有益な情報を提供すると考えています。

（億円） （億円）

（億円）
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サービス

2,325

1,423

音楽

546
682

映画

765 873
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コロナ危機の影響

　2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響か

ら、世界的に大きな節目の年になるのではないでしょ 

うか。

　ソニーの2019年度業績では、営業利益で682億円の

減益影響があったと試算しました。しかし、コロナ危機は

短期的な影響にとどまらず、世界の社会・経済環境を大

きく変え、現状を考え直す契機になると考えています。

　大きくは２つの変化があると思われます。

　１つは、ライフスタイルや働き方、価値観などの変化で

す。エンタテインメントをはじめ、教育や医療、ショッピン

グ、仕事などにおいてオンラインやリモートが急速に広が

り、商品・サービスの体系や消費行動が変わり、この流れ

は不可逆的なものと思われます。

　もう1つの変化は、グローバル化の在り方です。これま

では、世界が1つの経済圏になっていくというシンプルな

グローバル化が進展し、ソニーもその恩恵を受けてきま

した。しかし、ここにきて各国が保護主義に向かう傾向

が強くなっています。また、地政学的リスクもますます大

きくなるでしょう。

　2003年のSARSの流行により、中国では一気にオンラ

インショッピングやEC（電子商取引）が普及したように、

今回も技術革新や産業の変革が進み、従来のビジネス

モデルが機能しなくなる可能性が想定されます。また、

危機に際して、社会への貢献も一層重視されるようにな

ると思います。このような変化への対応策の検討を、一

気に加速すべき状況となっています。

　ソニーでは、2021年度から次期中期経営計画のスター

トを予定していますが、2020年度は、コロナ危機からの

リカバリーに加え、アフター・コロナを見据えた戦略の構

築にも注力する、重要な1年と位置付けています。

これからも変わらないもの

　一方で、変わらないもの、変えてはいけないものもあ

ります。その代表例がPurpose & Values（P&V）です。

CFOメッセージ

十時 裕樹
代表執行役 副社長 兼 CFO
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る事業環境の中においては、多様性を強みにすることで

新たな価値創出を果たしていきたいと思います。

第三次中期経営計画の進捗

　「人に近づく」という経営の方向性を具体化した第三

次中期経営計画（2018年度～2020年度）は、戦略面で

順調に進捗しています。収益面でも、2018年度に2期連

続で最高益を更新し、2019年度は新型コロナウイルス

の影響がありながら、全事業分野で営業キャッシュ・フ

ローと投資キャッシュ・フローの合計＊1がプラスとなりま

した。これは各事業が着実に収益を生み出す事業構造

に進化した成果というだけでなく、グループ全体として

も、事業構成やマネジメントの面で、さまざまな歯車が的

確にかみ合っている証左であるととらえています。

　特筆すべきビジネスモデル面での成果は、ゲーム＆

ネットワークサービス分野のネットワークサービスが拡

充したことでしょう。これまでハードウェア事業が中心で

社長の吉田を中心に経営陣で練り上げ、社員からの意見

も募り、端的な言葉に昇華させたP&Vは、普遍的なもの

であり、今後、Purposeをどのように追求し続け、どのよ

うな道筋で実現するかということが、ソニーにとって重

要なテーマとなります。社員に発表してから1年が経過し

ましたが、P&Vのもとソニー全体で価値を生み出してい

くという考え方が定着しつつあります。このことを示す

事例として、コロナ危機に際し、「医療」「教育」「クリエイ

ティブコミュニティ」への支援を目的とした、総額１億US

ドルの「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基

金」の設立があります。ソニーは多岐にわたる事業で構

成されていますが、各事業トップがP&Vを深く理解し共

感しているからこそ迅速に決定し、タイムリーな支援につ

なげることができました。私はこのような意思決定がで

きる経営チームを頼もしいと感じました。

　また、ソニーが持つ人材と事業の「多様性」について

は、引き続き大切にし、強みにしていきたいと考えていま

す。多様なものは環境の変化に対し淘汰されにくく、しな

やかな強さを有していると考えています。今後の激変す

あったソニーの歴史の中で、ここまでサービス事業が伸

長したことはなく、Direct to Consumer（DTC）サービス

としてリカーリング収益の拡大を志向してきた戦略が奏

功しました。イメージング＆センシング・ソリューション分

野のイメージセンサー事業についても、業界屈指の技術

力を背景に、高い市場競争力を持つ事業として順調に成

長しており、今後もビジネス領域を拡大していくことを期

待しています。元々は自社のゲーム事業やブランデッド

ハードウェア向けにデバイスを供給するビジネスでした

が、そこで培った技術をベースに世界的なエコシステム

の中で重要な役割を担う事業に変貌しました。また、エン

タテインメントにおいては、音楽、映画、ゲームでシナジー

を生み出す体制が整備されてきたことが大きな成果で

す。代表例ともなっている、各事業における『スパイダー

マン』のIP活用は、収益面でも着実に貢献しており、今後

も続々と好事例をお示しできるものと期待しています。

＊1 P.16の注記をご参照ください。
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財務・資本政策

　第三次中期経営計画では、資本コストを上回るリター

ンを継続的に出し続けることと、複数年にわたるキャッ

シュ創出力を重視し、「ROE10％以上を継続」「3年間累

計の営業キャッシュ・フロー2兆2,000億円以上（金融分

野を除く）」を定量的な目標として掲げています。キャピ

タルアロケーションについては、安定的に配当を増額し

ながら、創出されたキャッシュを株主価値の向上に資す

る設備投資や戦略投資に優先的に配分する方針としま

した。

　2018年度と2019年度の2年間累計で、営業キャッ

シュ・フローとして約1.5兆円、事業や資産の売却により

約0.2兆円の資金を創出し、これらの資金を、イメージセ

ンサーの生産能力増強を中心とする設備投資と、EMI 

Music Publishingの買収をはじめとする戦略投資に優

先して充当してきました。

　2020年度については、コロナの影響もあり、過去

2年と比べ営業キャッシュ・フローは低位となる見通し

（2020年8月4日時点）ですが、ROEとキャッシュ・フ

ローを重視するという経営方針に変更はありません。な

お、イメージセンサーの設備投資については、足元の事

業環境の不透明さを踏まえ一部の実行判断を延期する

など、柔軟な対応を行っています。

　また戦略投資の一部として、株主価値向上に向け、

2018年度、2019年度に計3,000億円の自己株式の取得

を行い、2020年度についても1,000億円の取得枠を設

定しました。今後の投資機会や財務状況、株価水準等を

総合的に勘案の上、機動的に実施していきます。

　なお、財務基盤については、金融市場混乱時でも安

定した資金調達を行うため、厳格な財務規律のもと、格

付けを意識したバランスシートの管理を徹底しており、

2020年６月末の自己資本比率は45.5％、手元資金は

約8,900億円と強い財務基盤を維持しています（いずれ

も金融分野を除く）。 加えて、総額約5,700億円相当のコ

ミットメントライン契約をはじめ、総額約１兆円のコマー

シャルペーパー発行枠はいずれも未使用（2020年8月4

日時点）であり、今後経済環境が著しく悪化した場合で

も、安定して事業活動を継続していくための流動性を確

保しています。

経営体制の変革

　今後のグループ企業価値向上に向けた戦略は、次期

中期経営計画にてお示しすることとなりますが、企業価

値向上を支える経営基盤を強化すべく、2020年度は、

「ソニーグループ株式会社」の設立に向けた準備や、ソ

ニーフィナンシャルホールディングス株式会社の完全子

会社化などの、経営機構改革に取り組みます。

　多様な事業が成長した現在、グループ本社機能の役

割を明確化・強化することで、事業ポートフォリオを束

ね、最適な戦略を立案しながら、シナジーの創出が見込

まれる領域を的確に見定めて行きます。また、長期的な

視点で持続的な価値創造の源泉となる新たな事業の種

を継続的に生み出し、育てることもグループ本社機能の

重要な役割です。
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率（EPS）の向上にも貢献します。金融事業の安定的な

収益の取り込みはグループ全体のレジリエンス効果を高

め、長期的な株主価値向上にも資すると考えています。

*2 2020年度については、約半額程度と試算

　コア事業である金融事業は、完全子会社化により、親

子上場関係を解消し、より迅速で柔軟な経営体制で、さ

らなる事業価値の向上を追求していきます。

　また、少数株主持分利益の取込みや税額の削減によ

り、グループ連結の純利益は年間あたり400～500億円

程度の増加*2を期待でき、１株当たり当期純利益の成長

CFOメッセージ

23

2021年4月におけるソニーグループ経営体制

株主

ソニーグループ株式会社

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（日本）

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

ソニー株式会社

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

ソニー・ミュージックグループ（グローバル）
（ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー/ATVミュージックパブリッシング）

G&NS

音楽

映画

EP&S

I&SS

金融
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　こうした考えのもと、ソニーでは株主や投資家をはじ

めステークホルダーの方々との対話を大切にしていま

す。また対話を通じて、経営の改善や質の向上へのヒン

トとなる意見をいただくことも少なくありません。重視す

る財務指標として「営業キャッシュ・フロー」と「ROE」を

掲げていますが、これらはステークホルダーの方々と対

話するうえでの重要な指標でもあり、今後も重視してい

きます。これに加え、株主価値の観点からEPSも重視して

いきます。将来の見通しが難しい中においても、株主・投

資家の方々との対話に最大限の努力をしてまいります。

　資本市場からの評価や意見を社内にフィードバックす

ることも重要だと考えており、経営チームとの共有はも

とより、四半期ごとに全社員に発信しています。社員に

は、パッションを持って自分の仕事に集中しながらも、冷

静に他社や他組織と比較している外部の声や見解を把

握し、自らの取り組みを検証していってもらいたいと考

えています。

　現在のような環境下でこそ、事業を早期に立て直し、

将来に向け何を仕込むかを考えることが極めて重要で

す。ソニーは今、次なる成長を見据えた新たな価値創造

戦略を立案しています。是非、ご期待いただければと思

います。

企業価値

　企業価値の増大は、事業の収益性とともに、事業の魅

力や成長ポテンシャルが資本市場から理解、評価される

ことで実現します。

　将来の事業成長を期待、確信していただくには、何を

成し遂げたいかという「夢」を語り、説得力のある戦略

を共有しながら、キャッシュ・フローの創出によってその

正しさを実証するというサイクルを回し続けることが必

要です。一時的ではなく、持続的な価値創造のトラックレ

コードを示すことが、経営陣に対する信頼につながると

考えています。

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について

　ソニー株式会社は、株式の約65％を保有する金融事業の持株会社であるソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の普通株式および新株予約権を対象とするTOB（公開買付け）を

実施しました。公開買付けは、去る2020年7月13日をもって完了し、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社は9月2日に当社の完全子会社となる予定です。

　この完全子会社化は、金融事業のさらなる成長とガバナンス強化を通じて、ソニーグループ全体の企業価値向上を図ることを目的としたものです。これまで、成長に向けた資金調達の柔軟

性などの観点から子会社上場を維持してきましたが、今般、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、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にさらに取り組むべきと考えました。

　なお、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社においては、独立性・公正性・客観性を確保すべく、特別委員会を設置し、本取引の検討・判断を行いました。



中期経営計画

これまでの中期経営計画

　ソニーでは、災害の影響やテレビ事業の損益悪化など

により多額の損失を計上した2011年度業績を重く受け

止め、2012年4月に「ソニーの変革」を目的とした第一次

中期経営計画を開始しました。同計画では、ソニーグルー

プ一体となった経営（One Sony）のもと、重点投資領域

の明確化、エレクトロニクス事業の再建、イノベーティブ

な新製品・サービスの開発・事業化などを進めましたが、

経営数値目標は未達となりました。2015年2月に発表し

た第二次中期経営計画では、「利益の創出と成長への投

資」をテーマに、各事業を「成長牽引領域」「安定収益領

域」「事業変動リスクコントロール領域」の3領域に分類

し、各事業で収益性を強く意識した計画を進めるととも

に、ROEを最も重視する経営指標と定めました。その結

果、各取り組みが順調に進捗し、数値目標も達成するこ

とができました。

第一次中期経営計画 （2012年度～2014年度）

成果と課題

セグメント別営業利益の推移

定量目標 定量目標

第二次中期経営計画 （2015年度～2017年度）

2011年度

2014年度

2017年度

2018年度

2019年度

成果と課題

△400 △200 0

ホーム
エンタテインメント＆

サウンド デバイス

その他

200 400 600 800 1,000 1,200（十億円）

モバイル
プロダクツ＆

コミュニケーション

イメージング・
プロダクツ＆ソリューション

音楽

モバイル・コミュニケーション ゲーム＆ネットワークサービス

半導体

イメージング＆センシング・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

金融 映画 ゲーム

 

 

● 事業構造変革による収益構造の見直し、リカーリング型事業の拡大により、営業利益およびROEの目標
 数値を達成し、過去最高益を更新
● 各事業のアカウンタビリティ・サステナビリティ・競争力強化を目的とした分社化体制を整備
● 事業としての規模は限定的だが、メディカル、車載用途、AI×ロボティクスの領域で着実な前進
● 分野別に見ると映画・モバイル・コミュニケーション分野は計画未達となり、収益構造の改善が課題

売上高
営業利益率
ROE

8兆5,000億円
5%以上
10%

8兆2,159億円
2014年度実績経営数値目標

0.8%
△5.5%

営業利益
ROE

5,000億円以上
10%以上

2017年度実績経営数値目標
7,349億円

18%

● PC事業からの撤退やテレビ事業の分社化、本社間接部門費用の30％削減など、今後の収益性改善に
 つながる基盤構築
● イメージセンサーへの継続投資、クラウドゲームに必要なストリーミングの技術を持つGaikai Inc.の買収、
 オリンパス社への出資と合弁会社設立など成長に向けた基盤の構築
● 営業利益率とROEは大幅な未達。事業環境変化への対応不足などが要因
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※ 2019年度より、従来のホームエンタテインメント＆サウンド分野、イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野、およびモバイル・コミュニケーション分野を合わせ、エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション分野としました。それに伴い2017年度および2018年
度のセグメント別営業利益についても、2019年度の表示に合わせて組み替え再表示しています。また、2019年度より、従来の半導体分野をイメージング＆センシング・ソリューション分野に名称変更しています。



2019年度 連結業績
（億円）

2018年度＊1 2019年度＊1 前年度比

売上高及び営業収入 86,657 82,599 △4,058  (△5%)

営業利益 8,942 8,455 △488  (△5%)

税引前利益 10,116 7,995 △2,122 (△21%)

当社株主に帰属する当期純利益 9,163 5,822 △3,341 (△36%)

営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）＊2 7,534 7,629 +94

投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く）＊2 △5,204 △3,631 +1,573

営業CF（金融分野を除く）+投資CF（金融分野を除く）＊2 2,331 3,998 +1,667

＊1 平均為替レートは、2018年度は1米ドル110.9円、1ユーロ128.5円。2019年度は1米ドル108.7円、1ユーロ120.8円としています。
＊2  営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）および投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く）は米国会計原則に則った開示ではありませんが、ソニーはこの開示が投資家

の皆様に有益な情報を提供すると考えています。
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第三次中期経営計画 （2018年度～2020年度） 中期経営計画の概要
　2018年度からスタートした第三次中期経営計画は、経

営の方向性を「人に近づく」というキーワードで表現し、

各事業領域において持続的な社会価値と高収益を創出

していくために、3つの方針を掲げました。

　1つ目は、ユーザーに近いDirect to Consumer（DTC）

サービスと、クリエイターに近いコンテンツIPを強化し、

共通の感動体験や関心を共有する人々のコミュニティを

創造していくことです。2つ目は、エレクトロニクス（ブラン

デッドハードウェア）の領域を、高いキャッシュ・フローを

持続的に創出できる事業にすること。3つ目は、CMOSイ

メージセンサーの領域で、イメージング用途でのNo.1を

維持しながら、センシング用途でもグローバルNo.1にな

ることです。

　2018年度～2020年度の3カ年は、「コンテンツIP」

「DTCサービス」「半導体IP」への継続投資と、「AI×ロボ

ティクス」「医療」分野への長期的視点に立った投資を実

施しながら、リカーリング比率の増加などで、利益の質を

高めることに軸足を置くこととしています。

　また、最も重視する経営指標としてROEと3年累計営

業キャッシュ・フローを据え、ROEは3年間で10％以上を

継続、営業キャッシュ・フローは3年間の累計で2.2兆円以

テーマ

持続的な社会価値と
高収益の創出

計画を遂行するうえでの要点
● 長期的視点での経営を重視
● 過去2回にわたる中期経営計画からの継続性

基本方針
1. ユーザーに近づくDirect to Consumer（DTC）
 サービスと、クリエイターに近づくコンテンツIPの
 強化

2. ブランデッドハードウェア事業による安定的に
 高いレベルのキャッシュ・フローの創出

3. CMOSイメージセンサーの領域において
 イメージング用途で世界No.1を維持し、
 センシング用途で世界No.1を目指す

経営数値目標

営業キャッシュ・フロー3年間累計額
（金融分野を除くベース)

2.2兆円以上

連結株主資本利益率（ROE）

10%以上を継続



中期 経営計画

2019年度 セグメント別売上高・金融ビジネス収入、セグメント別営業利益
（億円）

売上高・金融ビジネス収入 営業利益
営業利益の主な増減要因

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度

ゲーム＆ネットワークサービス 23,109 19,776 3,111 2,384
（－）ゲームソフトウェアの減収、為替の悪影響
（＋）PS Plusの増収、コスト削減

音楽 8,075 8,499 2,325 1,423
（－）2018年度にあったEMIの連結子会社化による再評価益（1,169億円）
（＋）2018年度にあったEMIの持分約60％の取得にともない発生した持分法投資損失116億円の計上、増収の影響

映画 9,869 10,119 546 682
（＋） メディアネットワークにおけるチャンネルポートフォリオ見直しの効果、映画製作におけるカタログ作品の 

収益性の改善
（ー）テレビ番組制作における費用の増加、チャンネルポートフォリオ見直し費用の増加

エレクトロニクス・プロダクツ 
＆ソリューション 23,206 19,913 765 873

（＋）モバイル・コミュニケーションにおけるオペレーション費用の削減および長期性資産の減損損失の減少
（－）減収の影響、為替の悪影響

イメージング＆ 
センシング・ソリューション 8,793 10,706 1,439 2,356

（＋）モバイル機器向けイメージセンサーの増収
（－）減価償却費および研究開発費の増加、為替の悪影響

金融 12,825 13,077 1,615 1,296 （－）ソニー生命の減益（△221億円、利益：1,235億円）、ソニー銀行における有価証券評価損益の悪化

27

上（金融分野を除く）を目指しています（2018年5月の第

三次中期経営計画の発表当時は2兆円以上（金融分野を

除く））。

2019年度の状況
　2019年度の連結売上高及び営業収入は、前年度比

5%減の8兆2,599億円、営業利益は同5％減の8,455億

円となりました。営業利益は、イメージング＆センシング・

ソリューション（I&SS）分野が大幅な増益となりました

が、音楽分野において前年度にEMI Music Publishing

（EMI)の連結子会社化による再評価益1,169億円を計

上していたこと、およびゲーム＆ネットワークサービス

（G&NS）分野が大幅な減益となったことなどにより、過

去最高を更新した前年度に比べ減益となりました。

　金融分野を除く連結営業キャッシュ・フローは、7,629

億円となりました。キャッシュ・フローの年度実績を分野

別で見ると、全事業分野で営業キャッシュ・フローと投資

キャッシュ・フローの合計がプラスとなりました。

　なお、2019年度業績の新型コロナウイルス感染症拡大

の影響としては、音楽分野における楽曲使用機会の減少

やイベントの延期・中止などの影響をはじめ、映画分野で

テレビ作品の制作・納入の遅れによる減収、EP&S分野に

おける中国・マレーシアの製造事業所の稼働停止による

供給不足や世界各国のロックダウンによる需要減、I&SS

分野における顧客の稼働停止などによる需要の減少など

がありました。金融分野においても、株式・金利市況の悪

化によりソニー銀行やソニー生命で影響を受けました。一

方、G&NS分野においてゲームソフトウェアのダウンロー

ド販売やネットワークサービスが増収となったほか、映画

分野においてデジタル販売の増収といった増益につなが

る側面もありました。



ソニーにとってのコンテンツIP

　ソニーでは、3つの経営方針の中でも掲げるように、

「クリエイターに近づくコンテンツIPの強化」は今後の価

値創造において極めて重要なテーマであるととらえてい

ます。

　コンテンツIPは、事業ごとにその特性や取得・強化方

法が異なり、財務諸表においても営業権や子会社株式、

のれんなどさまざまな形で計上されますが、いずれも将

来の収益を生み出す「アセット」です。ソニーの各事業分

野では、環境が変化し続ける中、集中的な投資やM&A

を通じてコンテンツIPを充実・強化しています（下図参

照）。こうした基盤を生かした各分野のコンテンツIP強化

に向けた取り組みは、以下のとおりです。

音楽分野

　音楽分野のコンテンツIPとしては、まず音楽制作事業

における音楽原盤やアーティストとの契約などが挙げら

れます。ソニーでは、レーベルのM&Aやアーティストの

発掘・育成を進め、アーティストの全方位サポートに努

めていますが、音楽のディストリビューション方法が変わ

り、クリエイターの獲得競争が熾烈化する現在、アーティ

ストの早期発掘やインディーズアーティストのサポート

がますます重要になってきています。特に最近では、SNS

などで活動を発信するアーティストの人気シグナルを

キャッチすることに注力しており、例えば、ソニー・ミュー

ジックの主力アーティストであるKhalidはサウンドクラ

ウド、Lil Nas XはTikTokでそれぞれ注目され契約に至っ

ています。また、増加するインディーズのアーティストや

1960年代～1990年代 2000年代以降

音楽

音楽出版でのコンテンツIP売上
世界1位＊1
音楽制作での市場シェア
世界第2位＊1

映画作品
3,500タイトル以上
テレビシリーズ作品
275以上

史上最も売れた家庭用
ビデオゲームコンソール
ブランド＊2
ゲーム制作スタジオ
14拠点

1968
米国CBS社との合弁で
CBS・ソニーレコード
設立（日本）

1995
ソニーの音楽出版部門と
ATV Music Publishingが
合併しSony/ATV 
Music Publishing設立

2004
ベルテルスマングループとの合弁により
Sony BMG Music Entertainment設立
（2008年に完全子会社化）

1988
CBSレコード買収。
世界40カ国で
音楽事業展開

2011
音楽出版会社 
EMI Music Publishingを
共同買収 

2015
インディーズレーベル
The Orchardを完全子会社化

2018
EMI Music Publishingを
完全子会社化

映画

1989
コロンビア・ピクチャーズ社
買収、映画事業スタート

1997
全世界で23億USドル、
北米で12億USドルの
興行収入記録を樹立

1998
Screen GemsがSPE傘下の
映画製作・配給レーベルとして
新たにスタート

1992
外国映画やアート系
インディペンデント映画専門の
レーベルSony Pictures 
Classics設立

2002
『スパイダーマン』が公開初週末の
北米興行収入1億1,480万USドルという
記録更新

2008
エミー賞で合計29部門にノミネート
されるなどテレビ制作部門が伸長

2013
TriStar Productionsを合弁で設立

2017
Sony Pictures Television Networksが
日本のアニメ配給会社Funimationの
株式の過半数を取得

2019
『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』の
全世界興行収入が11億USドルと、95年の歴史上
最高のヒットを記録

ゲーム

1993
ソニー・コンピュータエンタテインメント設立、
ゲーム事業スタート
JAPANスタジオ設立

1999
Santa Monica Studio設立

2000
Bend Studio買収
DEV External 
Development Studio 
Europe設立

2001
Naughty Dog買収、
San Diego Studio設立

2002
London Studio設立

＊1  ソニー調べ
＊2  4億5,019万台（2019年11月7日時点）。VG Chartzによる推定数値。

1998
San Mateo Studio設立、
ポリフォニー・デジタル設立

2005
日米欧のソフトウェア制作部門を統合するワールドワイド・
スタジオ（WWS）新設
Guerrilla Games買収

2010
Media Molecule買収

2011
Sucker Punch 
Productions買収

2014
PixelOpus設立

2019
Insomniac Games買収

コンテンツIPに関する変遷

価値創出事例：コンテンツIPの強化
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レーベルに対しても、The Orchardにて楽曲を世界中に

配信するサポートを進めています。The Orchardを利用

していたアーティストに対し、ソニーの自社レーベルの

中でサポートを充実させ、さらなるヒットを目指していく

という、新たなアーティスト発掘のエコシステムもできあ

がりつつあります。

　また、音楽出版事業における音楽カタログは、長期に

わたって価値を創出し、流動性も高いコンテンツIPです。

2019年からは、世界最大の音楽カタログという事業基盤

を生かすべく、ソニー・ミュージックグループのもと音楽

制作事業と音楽出版事業との協働を加速させています。

例えば、The Orchardでも音楽出版サービスを手がける

ことでインディーズアーティストの音楽著作権にもリーチ

するほか、テレビ番組・CMなどに音楽使用を許諾するシ

ンクロビジネスのシステムを音楽制作事業でも活用し、

音楽IPのさらなる活用拡大に取り組んでいます。

　音楽分野の映像メディア・プラットフォーム事業におけ

るアニメ事業は、数多くのヒット作品を輩出するととも

に、ゲームや音楽、舞台など多様な領域でも展開・活用

を広げている、ソニーならではのユニークなビジネスで

す。ソニーでは、その独自性も踏まえ、特にクリエイター

や出版社との関係構築を重視した取り組みに力を注

いでいます。記録的な成果を出しているゲーム『Fate/

Grand Order』など、数多くのヒットを輩出し続ける

『Fate』シリーズは、クリエイターとの長期にわたる協業

により成長し続けており、出版社と制作スタジオとの協

業によるアニメ作品『鬼滅の刃』は社会現象となるほど

のヒットとなりました。

　同事業の国内展開では、キャラクターIPにも力を入れ

ており、『スヌーピー』で知られる『ピーナッツ』の国内独占

エージェント権を保有し、IPの市場拡大につなげたほか、

『きかんしゃトーマス』や『ピングー』、『ピーターラビット』

といった長く愛されているキャラクターIPの日本における

ライセンス権を保有し、価値最大化に努めています。

映画分野

　映画分野では、文字通り映画作品やテレビ番組が主

なコンテンツIPです。特に、魅力的なキャラクターや高評

価作品はさまざまな分野・メディアでも広がりを見せ、

コンテンツIPの価値は一層高まっていきます。例えば、

1999年にマーベル社から『スパイダーマン』の映画放映

権を取得して以来、ソニーはアニメ作品を含め全8作品

1960年代～1990年代 2000年代以降

音楽

音楽出版でのコンテンツIP売上
世界1位＊1
音楽制作での市場シェア
世界第2位＊1

映画作品
3,500タイトル以上
テレビシリーズ作品
275以上

史上最も売れた家庭用
ビデオゲームコンソール
ブランド＊2
ゲーム制作スタジオ
14拠点

1968
米国CBS社との合弁で
CBS・ソニーレコード
設立（日本）

1995
ソニーの音楽出版部門と
ATV Music Publishingが
合併しSony/ATV 
Music Publishing設立

2004
ベルテルスマングループとの合弁により
Sony BMG Music Entertainment設立
（2008年に完全子会社化）

1988
CBSレコード買収。
世界40カ国で
音楽事業展開

2011
音楽出版会社 
EMI Music Publishingを
共同買収 

2015
インディーズレーベル
The Orchardを完全子会社化

2018
EMI Music Publishingを
完全子会社化

映画

1989
コロンビア・ピクチャーズ社
買収、映画事業スタート

1997
全世界で23億USドル、
北米で12億USドルの
興行収入記録を樹立

1998
Screen GemsがSPE傘下の
映画製作・配給レーベルとして
新たにスタート

1992
外国映画やアート系
インディペンデント映画専門の
レーベルSony Pictures 
Classics設立

2002
『スパイダーマン』が公開初週末の
北米興行収入1億1,480万USドルという
記録更新

2008
エミー賞で合計29部門にノミネート
されるなどテレビ制作部門が伸長

2013
TriStar Productionsを合弁で設立

2017
Sony Pictures Television Networksが
日本のアニメ配給会社Funimationの
株式の過半数を取得

2019
『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』の
全世界興行収入が11億USドルと、95年の歴史上
最高のヒットを記録

ゲーム

1993
ソニー・コンピュータエンタテインメント設立、
ゲーム事業スタート
JAPANスタジオ設立

1999
Santa Monica Studio設立

2000
Bend Studio買収
DEV External 
Development Studio 
Europe設立

2001
Naughty Dog買収、
San Diego Studio設立

2002
London Studio設立

＊1  ソニー調べ
＊2  4億5,019万台（2019年11月7日時点）。VG Chartzによる推定数値。

1998
San Mateo Studio設立、
ポリフォニー・デジタル設立

2005
日米欧のソフトウェア制作部門を統合するワールドワイド・
スタジオ（WWS）新設
Guerrilla Games買収

2010
Media Molecule買収

2011
Sucker Punch 
Productions買収

2014
PixelOpus設立

2019
Insomniac Games買収
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20XX：映画

『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』

マーベルスタジオとの提携を通じた
2017年『スパイダーマン：ホームカミング』
を経て、2019年に公開されたスパイダー
マンの実写映画の第7作目。ソニー史上、
最大のヒット作となる。

『スパイダーマン：スパイダーバース』

Sony Pictures AnimationとSony 
Pictures Imageworksのクリエイターが
協働で取り組んだ、CGと手描きアニメー
ションを組み合わせた画期的な作品。
アカデミー賞の長編アニメーション賞を
受賞。

『Marvel’s Spider-Man』

PS4向けソフトとして、マーベルと、当時外部
デベロッパーであったInsomniac Gamesと
開発したタイトル。

『スパイダーマン：スパイダーバース』と
『Marvel’s Spider-Man』は、協働マーケティ
ングを進め、相乗効果を生み出した。

20XX：ゲーム 20XX：アニメ 20XX：キャラクターライセンス

の映画を製作しており、いずれも大ヒット作となりまし

た。ソニーではこのほかにも『ジュマンジ』や『バッドボー

イズ』など、数多くのシリーズ作品を生み出すとともに、

900以上のマーベル・キャラクターによるソニー・ピク

チャーズ・ユニバースなどキャラクター権利も数多く保有

しています。こうしたコンテンツIPの価値最大化に向け

ては、シリーズ作品の強化はもとより、他のスタジオとの

連携やアニメ作品やテレビ番組での展開など、多様な展

開方法を組み合わせた試みを進めています。テレビ番組

制作事業においても、2019年12月に子ども向けコンテ

ンツの充実に向け、『Octonauts』や『Peter Rabbit』シ

リーズを制作するSilvergate Mediaを買収したほか、

人気シリーズ『Sex Education』を手がけるイギリスの

制作会社Elevenへの出資を行っています。

　優良作品輩出には、才能あるクリエイターとの関係構

築が不可欠ですが、ソニーでは、アカデミー賞やエミー

賞などの獲得や知名度・評価向上などを通じた、クリエ

イターの活躍の機会拡大に尽力しています。この事例

としては、ソニー保有の古典IPを現代的に描いた2019

年の作品、『Little Women』が挙げられます。この映画

は、作品賞や脚色賞を含むアカデミーション6部門にノ

ミネートされ、監督のGreta Gerwigの目覚ましい活躍

が高く評価されることとなりました。また、激しいクリエ

イターの獲得競争の中では、成功作品をもとに長期間の

関係を構築することが有効です。『スパイダーマン：スパ

イダーバース』の成功後、同作品のプロデューサーであ

るPhil Lord & Chris Millerとは、2019年に5年間のテ

レビ番組制作の包括契約を締結したほか、『Breaking 

Bad』や『Better Call Saul』を制作したVince Gilligan

とは、2018年に、11年目に突入した契約をさらに3年更

新するなど、トップクリエイターと良好な関係を構築して

います。

ゲーム＆ネットワークサービス分野

　ゲーム＆ネットワークサービス（G&NS）分野では、

ゲームタイトルが主たるコンテンツIPとなります。中で

も、ゲームのプラットフォーム所有者が開発・販売する

「1st Partyタイトル」と呼ばれるコンテンツIPは、今後の

価値創造や収益の面でも特に重要になります。ソニー・

インタラクティブエンタテインメント（SIE）では自社スタ

ジオの人材・環境面の充実とともに、創造性豊かで先

端技術を持つ外部企業への投資や子会社化を重ね、

1st Partyの各ゲーム開発スタジオが連携する「ワール

ドワイド・スタジオ（WWS）」を構築しています。最近で

は、2019年8月、数多くのヒット作を開発し長年のパート

ナーであるInsomniac Gamesを買収しました。WWS

は2020年5月末時点で計14のスタジオを有し、『The 

Last of Us』『ゴッド・オブ・ウォー』『アンチャーテッド』と

いったヒット作を生み出す、世界でも有数のゲーム開発

ネットワークとなっており、強力なコンテンツIPの創出エ

ンジンとなっています。

　また「3rd Party」と呼ばれる外部ゲームタイトル開

発会社の開発するIPについても、間接的にプレイステー

ションのプラットフォームおよびコミュティの魅力を高め

る重要な存在です。インディークリエイターを含め、クリエ

イターの開発環境整備に向けたライブラリの共有や技術

サポートなどの多様なサポートを行い、その創作活動を

後押ししています。

キャラクターの魅力を最大化したIPシナジー創出事例：スパイダーマン
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多様な事業のシナジー創出による 
コンテンツIP強化

　このように各分野のアセットが強化され、コンテンツ

IPの価値最大化に向けた展開手法も充実してきた今、ソ

ニーが特に力を注いでいくのが、各事業間での連携です。

　ソニーでは、クリエイターの自己実現を支えることが

何よりも重要であり、既存コンテンツIPの活用をクリエ

イターに要請したり、シナジー創出を手段ではなく目的

化したりしてはならないと考えています。しかしクリエ

イターの創作活動の可能性や選択肢を広げるためにソ

ニー各事業のインフラやコンテンツIPを活用することは

非常に有効であり、実際、これらのシナジーによって優

れたコンテンツIPが輩出されています。具体的には、映

画分野の新作『シンデレラ』で音楽分野のアーティスト

Camila Cabelloが音楽制作に携わるとともに女優デ

ビューを果たすといった、音楽と映画のシナジーのほか、

SIEの1st Partyタイトルの『アンチャーテッド』を実写映画

化したり、『The Last of Us』 をテレビドラマ化したりと

いったゲームと映画のシナジーも続々生まれています。

100以上のゲームタイトル版権を所有するSIEでは、こ

の連携を推し進めるため、映画分野の本社拠点である

カルバーシティにPlayStation Productionsを設立し、

ゲームタイトルの映像化を加速しています。これらのほ

か、記録的ヒットとなったアニメの『鬼滅の刃』で、ソニー

所属のLiSAが主題歌を歌うといったアニメと音楽のシナ

ジーや、Pharrell Williamsのようなマルチクリエイター

に対し、楽曲制作、映像制作、イベントプロデュースなど

多様な活躍の場を提供するという事例も、今後ますます

増えていくものと考えています。

Camila Cabello

Pharrell Williams宇多田ヒカル

映画 音楽

•ソニー所属の音楽
アーティストが映画出演

•映画音楽の制作・
キャンペーン

映画 ゲーム

•SIEタイトルの映画化・
テレビドラマ化

•人気映画シリーズの
ゲームタイトル開発

音楽

多面
展開

アニメ

•アニメの主題歌をソニー
所属の音楽アーティストが
パフォーマンス

•マルチクリエイターに対し、
楽曲制作、映像制作、
イベントプロデュースなど
の多面展開

LiSA

音楽 ゲーム

•ソニー所属アーティストの
VRコンテンツ制作

•ゲーム音楽の制作

『アンチャーテッド』

コンテンツIPが生み出すシナジー
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価値 創出事例：コンテンツIPの強化
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注力事項と主な取り組み
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マテリアリティ 価値創出に向けた注力事項 主な取り組み事例 関連情報

テクノロジー
•  多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
•  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出
•  外部とのパートナーシップ加速

（音楽、映画、EP&S） クリエイターの創造力を解き放つ新たな3次元映像技術
（I & S S） 強みとするイメージング＆センシング技術による新たな価値創出
（G&NS） 次世代コンソールの技術がもたらす未来のゲーム体験
（金 融） AIを活用した新保険商品でモビリティ社会に安心・安全を提供

•  本冊子P.34
•  サステナビリティレポート＞「テクノロジー」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – テクノロジー
   – 投資家情報＞Sony Technology Day
   – ブランド＞CES 2020

人材 •  社員一人ひとりの挑戦心と成長意欲を支援し、多様な個性やスキル・ 
能力を最大限に発揮できる活躍の場や成長機会の提供

（全 社） Attract/Develop/Engageの3つの柱の人事施策の推進
（全 社） ダイバーシティ＆インクルージョンの加速に向けた取り組み
（全 社） ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した、安全で働きやすい職場環境の確保

•  本冊子P.38
•  サステナビリティレポート＞「人材」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – ダイバーシティ＆インクルージョン
   – 投資家情報＞ESG説明会

コーポレート・ 
ガバナンス

•  ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化
•  サプライチェーン全体にわたるリスクマネジメントの強化
•  情報セキュリティ管理の体制・活動の強化
•  ソニーが事業を行う国や地域に適用される税法ならびに国際課税に関する

共通の規則およびガイダンスの遵守

（全 社） 取締役会の実効性評価とその結果を踏まえた取り組みの実行
（G&NS） 世界有数のゲームエコシステム、ネットワークプラットフォームの安定した管理・運用
（金 融） 金融事業が持つ高い公共性および経営の健全性・適切性を確保するための対応

•  本冊子P.54
•  サステナビリティレポート＞「コーポレート・ガバナンス」
•  有価証券報告書　　•  コーポ―レートガバナンス報告書
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 投資家情報＞ESG説明会

企業倫理と 
コンプライアンス

•  ソニーのValuesおよび「ソニーグループ行動規範」を指針とした倫理的な 
企業文化の醸成

•  事業活動にかかわるリスクの継続的評価およびその結果に基づく 
コンプライアンスプログラムの定期的な見直し

•  プライバシーをめぐる環境の変化や技術の発展への継続的な対応

（全 社） コンプライアンスプログラム、プライバシープログラムの着実な実行と研修・周知活動の実施
（全 社） 内部通報制度「ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン」の運用
（音 楽） タレントマネジメントの危機管理強化
（金 融） 法令・規則等の遵守と、誠実かつ倫理的な活動の徹底および、コンプライアンス体制の強化

•  サステナビリティレポート＞「企業倫理とコンプライアンス」

人権の尊重 •  ソニーの事業活動、製品、サービスまたはビジネス上の関係が、 
人権への負の影響を与えないための合理的な努力の継続

（全 社） 人権リスクへの取り組みについての継続的なモニタリングと改善
（全 社） サプライチェーン全体にわたる人権配慮と、AIなどの新しい技術に関する人権リスクへの対応
（音楽、映画、および全社） 社会正義および人権保護を目的とする取り組みを支援する「Global Social Justice Fund」の設立

•  サステナビリティレポート＞「人権の尊重」

責任ある 
サプライチェーン

•  エレクトロニクス製品のサプライチェーンにおける、人権、労働環境、 
安全衛生や環境などに関するリスクへの対応

自社製造事業所およびサプライヤーへの「ソニーサプライチェーン行動規範」の適用と運用強化
製品に含まれる紛争鉱物・コバルトのデュー・デリジェンスの実施を通じた紛争加担・人権リスク対応 •  サステナビリティレポート＞「責任あるサプライチェーン」

品質・ 
カスタマーサービス

•  お客様の期待を超える品質の製品とカスタマーサービスの提供、 
製品の安全性の追求、使いやすさとアクセシビリティの向上に 
努めることで、「お客様から最も信頼されるパートナー」であり続ける

（G&NS）  幅広いユーザーがゲームコンテンツとサービスを楽しめるためのアクセシビリティ品質の向上や 
ペアレンタルコントロール機能の強化

（EP&S） 品質マネジメント体制の強化と人間中心設計 (Human Centered Design : HCD) の推進
（I & S S） 高い品質・信頼性の維持に加え、車載向けイメージセンサーなど用途ごとの業界標準への対応
（金 融） お客様への適切な情報提供やコンサルティングフォローの拡充

•  サステナビリティレポート＞「品質・カスタマーサービス」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – アクセシビリティ

環境 •  持続可能な社会を実現するために、自らの事業活動および製品の 
ライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることを目指す

（全 社） 自社事業活動の使用電力の100％再生可能エネルギー化（2040年目標）
（G&NS）  ハードウェアとネットワークサービス全体のエネルギー効率化やゲームを通じたユーザー啓発活動
（EP&S） 製品への資源使用量削減から使用済み製品の回収・リサイクルまでライフサイクルを通じた環境負荷低減
（I & S S） 半導体製造プロセスにおける温室効果ガス排出量削減、再生可能エネルギー導入や資源循環を通じた環境負荷低減

•  サステナビリティレポート＞「環境」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 環境
   – 投資家情報＞ESG説明会

コミュニティとの 
かかわり

•  「For the Next Generation」のスローガンのもと、事業活動を行う世界の
各地域において、ソニーの強みである製品・コンテンツ、テクノロジーを用い
てさまざまなグローバル課題の解決に貢献する　

（全 社） 新型コロナウイルス関連の支援を目的とした「ソニーグローバル支援基金」の設立
（全 社） ｢ソニー・サイエンスプログラム」「感動体験プログラム」などの教育支援活動の実施
（全 社） ソニーグループ各社による、地域や社会のニーズに応じた社会貢献活動の実施

•  サステナビリティレポート＞「コミュニティとのかかわり」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 社会貢献活動
   – 投資家情報＞ESG説明会

創出価値とステークホルダーの考え方

　ソニーの社会的使命は「感動」を創り、届け続けることであり、

人々が感動で繋がるためには、人、社会、地球が健全であることが

前提となります。

　「ソニーグループ行動規範」においても、「イノベーションと健全

な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な社会

の発展に貢献することが、ソニーの企業としての社会的責任の基

本をなすものです。」と記しています。

　そのため、ソニーの事業活動が株主、顧客、社員、調達先、ビジネ

スパートナー、地域社会、その他機関などのステークホルダーや地

球環境に与える影響に十分配慮して行動するとともに、対話を通

じてステークホルダーとの信頼を築くことにも力を注いでいます。

ソニーのマテリアリティ

　2019年度にステークホルダーの視点を取り入れたマテリアリティ

（重要課題）分析を実施し、ソニーの多様な事業ポートフォリオを

支える共通の軸である「テクノロジー」と「人材」を、ソニーの長期

的な価値創造を支える最も重要なマテリアリティ項目として特定

しました。これらの最も重要なマテリアリティ項目を含む、サステ

ナビリティに関する活動領域での注力事項と主な取り組みについ

ては、右図およびサステナビリティレポート2020をご覧ください。

価値創造の基盤

サステナビリティレポート＞ソニーのマテリアリティ
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/

マテリアリティ分析の全体像

Step1
マテリアリティ候補
項目の抽出・整理

Step2
自社視点および
ステークホルダー
視点での評価

Step3
マテリアリティ
項目の特定

最も重要な
マテリアリティ項目：
「テクノロジー」「人材」

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/brand/event/ces/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/
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マテリアリティ 価値創出に向けた注力事項 主な取り組み事例 関連情報

テクノロジー
•  多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
•  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出
•  外部とのパートナーシップ加速

（音楽、映画、EP&S） クリエイターの創造力を解き放つ新たな3次元映像技術
（I & S S） 強みとするイメージング＆センシング技術による新たな価値創出
（G&NS） 次世代コンソールの技術がもたらす未来のゲーム体験
（金 融） AIを活用した新保険商品でモビリティ社会に安心・安全を提供

•  本冊子P.34
•  サステナビリティレポート＞「テクノロジー」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – テクノロジー
   – 投資家情報＞Sony Technology Day
   – ブランド＞CES 2020

人材 •  社員一人ひとりの挑戦心と成長意欲を支援し、多様な個性やスキル・ 
能力を最大限に発揮できる活躍の場や成長機会の提供

（全 社） Attract/Develop/Engageの3つの柱の人事施策の推進
（全 社） ダイバーシティ＆インクルージョンの加速に向けた取り組み
（全 社） ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した、安全で働きやすい職場環境の確保

•  本冊子P.38
•  サステナビリティレポート＞「人材」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – ダイバーシティ＆インクルージョン
   – 投資家情報＞ESG説明会

コーポレート・ 
ガバナンス

•  ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化
•  サプライチェーン全体にわたるリスクマネジメントの強化
•  情報セキュリティ管理の体制・活動の強化
•  ソニーが事業を行う国や地域に適用される税法ならびに国際課税に関する

共通の規則およびガイダンスの遵守

（全 社） 取締役会の実効性評価とその結果を踏まえた取り組みの実行
（G&NS） 世界有数のゲームエコシステム、ネットワークプラットフォームの安定した管理・運用
（金 融） 金融事業が持つ高い公共性および経営の健全性・適切性を確保するための対応

•  本冊子P.54
•  サステナビリティレポート＞「コーポレート・ガバナンス」
•  有価証券報告書　　•  コーポ―レートガバナンス報告書
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 投資家情報＞ESG説明会

企業倫理と 
コンプライアンス

•  ソニーのValuesおよび「ソニーグループ行動規範」を指針とした倫理的な 
企業文化の醸成

•  事業活動にかかわるリスクの継続的評価およびその結果に基づく 
コンプライアンスプログラムの定期的な見直し

•  プライバシーをめぐる環境の変化や技術の発展への継続的な対応

（全 社） コンプライアンスプログラム、プライバシープログラムの着実な実行と研修・周知活動の実施
（全 社） 内部通報制度「ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン」の運用
（音 楽） タレントマネジメントの危機管理強化
（金 融） 法令・規則等の遵守と、誠実かつ倫理的な活動の徹底および、コンプライアンス体制の強化

•  サステナビリティレポート＞「企業倫理とコンプライアンス」

人権の尊重 •  ソニーの事業活動、製品、サービスまたはビジネス上の関係が、 
人権への負の影響を与えないための合理的な努力の継続

（全 社） 人権リスクへの取り組みについての継続的なモニタリングと改善
（全 社） サプライチェーン全体にわたる人権配慮と、AIなどの新しい技術に関する人権リスクへの対応
（音楽、映画、および全社） 社会正義および人権保護を目的とする取り組みを支援する「Global Social Justice Fund」の設立

•  サステナビリティレポート＞「人権の尊重」

責任ある 
サプライチェーン

•  エレクトロニクス製品のサプライチェーンにおける、人権、労働環境、 
安全衛生や環境などに関するリスクへの対応

自社製造事業所およびサプライヤーへの「ソニーサプライチェーン行動規範」の適用と運用強化
製品に含まれる紛争鉱物・コバルトのデュー・デリジェンスの実施を通じた紛争加担・人権リスク対応 •  サステナビリティレポート＞「責任あるサプライチェーン」

品質・ 
カスタマーサービス

•  お客様の期待を超える品質の製品とカスタマーサービスの提供、 
製品の安全性の追求、使いやすさとアクセシビリティの向上に 
努めることで、「お客様から最も信頼されるパートナー」であり続ける

（G&NS）  幅広いユーザーがゲームコンテンツとサービスを楽しめるためのアクセシビリティ品質の向上や 
ペアレンタルコントロール機能の強化

（EP&S） 品質マネジメント体制の強化と人間中心設計 (Human Centered Design : HCD) の推進
（I & S S） 高い品質・信頼性の維持に加え、車載向けイメージセンサーなど用途ごとの業界標準への対応
（金 融） お客様への適切な情報提供やコンサルティングフォローの拡充

•  サステナビリティレポート＞「品質・カスタマーサービス」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – アクセシビリティ

環境 •  持続可能な社会を実現するために、自らの事業活動および製品の 
ライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることを目指す

（全 社） 自社事業活動の使用電力の100％再生可能エネルギー化（2040年目標）
（G&NS）  ハードウェアとネットワークサービス全体のエネルギー効率化やゲームを通じたユーザー啓発活動
（EP&S） 製品への資源使用量削減から使用済み製品の回収・リサイクルまでライフサイクルを通じた環境負荷低減
（I & S S） 半導体製造プロセスにおける温室効果ガス排出量削減、再生可能エネルギー導入や資源循環を通じた環境負荷低減

•  サステナビリティレポート＞「環境」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 環境
   – 投資家情報＞ESG説明会

コミュニティとの 
かかわり

•  「For the Next Generation」のスローガンのもと、事業活動を行う世界の
各地域において、ソニーの強みである製品・コンテンツ、テクノロジーを用い
てさまざまなグローバル課題の解決に貢献する　

（全 社） 新型コロナウイルス関連の支援を目的とした「ソニーグローバル支援基金」の設立
（全 社） ｢ソニー・サイエンスプログラム」「感動体験プログラム」などの教育支援活動の実施
（全 社） ソニーグループ各社による、地域や社会のニーズに応じた社会貢献活動の実施

•  サステナビリティレポート＞「コミュニティとのかかわり」
•  ソニーグループ ポータルサイト
   – 社会貢献活動
   – 投資家情報＞ESG説明会

（ G&NS） 
EP&S 
I & S S
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テクノロジーに対する考え方

　ソニーは、「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」というPurpose（存在意義）と、「人

に近づく」という経営の方向性のもと、「人」すなわちユー

ザーやクリエイターの動機に近づくという視座を加えた

研究開発に取り組んでいます。あらゆる製品やコンテン

ツ、サービスがデジタルとなる中、ソニーが新たな価値を

創造し続けるためには、多様な事業に対しテクノロジー

で力を与えることが不可欠です。

　ソニーが取り組む研究開発は、左図のように、世の中の

多岐にわたる3次元のアナログ情報を各種センサーで時

系列に把握し、デジタルデータに変換する「入力・把握」の

領域、そこで得られたデータに対して、さまざまな信号処

理や情報処理、そのためのデータ伝送と記録を行う「処

理」の領域、そしてこれらを再び3次元のアナログ情報に

変換し、時系列で「出力・表現」する領域に大別できます。

　これらの領域を通じて、ソニーの多様な事業ポートフォ

リオを支えているのが、「リアリティ／Reality」と「リアル

タイム／Real-time」、そしてそれらを離れた場所でも共

有できる「リモート／Remote」を加えた、3Rテクノロジー

による顧客価値の追求です。

　「リアリティ」においては、映像や音楽を3次元で表現

する技術で、クリエイターの表現の幅を広げ、ユーザーが

よりイマーシブな（没入感のある）体験ができるよう研究

開発を進めています。さらには、「リアルタイム」と掛け合

わせることで、例えば、医療分野やモビリティ分野での自

動運転など、さまざまな分野で価値を創出しています。ま

た、新型コロナウイルスがもたらしたニューノーマルな社

会では、人と人、人とモノを遠隔でつなぐ「リモート」に関

テクノロジー

ソニーのR&Dセンター拠点

「感動を生む、テクノロジー」の開発

R&Dセンター
日本／東京・神奈川

R&D Center Europe
Lund Laboratory
スウェーデン／ルンド

R&D Center India 
Bangaluru Laboratory
インド／バンガロール
R&D Center India 
Mumbai Laboratory
インド／ムンバイ

R&D Center US
San Jose Laboratory
米国／サンノゼ
R&D Center US 
Culver City Laboratory
米国／カルバーシティ

R&D Center China
Beijing Laboratory
中国／北京
R&D Center China 
Shenzhen Laboratory
中国／深圳

Sony Semiconductor 
Solutions Europe 
Technology Exploration
英国／ベイジングストーク

R&D Center Europe
Brussels Laboratory
ベルギー／ブリュッセル

R&D Center Europe
Stuttgart Laboratory 1
ドイツ／シュトゥットガルト
R&D Center Europe
Stuttgart Laboratory 2
ドイツ／シュトゥットガルト

ヨーロッパ 中国

日本

北米

インド
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多様な事業
ポートフォリオ

コンテンツビジネス ブランデッドハードウェア
CMOSイメージセンサー

Direct to Consumer
サービス

車載センシング メディカル 金融

価値創造の
基盤

リアリティ／リアルタイム／リモート

入力／把握 処理 出力／表現

テクノロジー

人材

クリエイター ユーザー



する技術の重要性が高まっています。ソニーは、これまで

培ってきた「リモート」の技術を余すところなく活用し、さ

らに磨くことで、移動が制限される中でも、体験を共有す

る新たな価値を創出していきます。

　なお、これらの価値の創出には、ユーザーやクリエイ

ターの動機に近づき、その課題やワークフローを深く理解

することが必要であり、研究開発活動においても重視し

ています。

注力事項

　上述の考えのもと、現在は、「多様な事業全てにテクノ

ロジーの力を与える」「強みとするテクノロジーの強化

と新たなテクノロジーによる価値創出」「外部とのパート

ナーシップ加速」の3つに注力しています。加えて、外部と

のパートナーシップの加速や、優秀な人材の獲得のため

には、テクノロジーに関する方針や進捗を積極的に発信

することが重要と考えており、2019年度には、投資家・ア

ナリスト、報道関係者向けに「Sony Technology Day」

を開催しました。

ための新たなテクノロジーの仕込みにも注力しています。

　ソニーは、映像・オーディオ技術をはじめ、通信、イメー

ジング&センシング、インタラクション、AI・ロボティクス、

ハードウェア・デバイス、新機能材料・解析などの多様な技

術に強みがあります。いずれも「リアリティ」「リアルタイム」

「リモート」を追求するために不可欠なテクノロジーです。

　また、研究開発の成果を価値創造につなげるために

は、知的財産権として可視化することも有効です。自社の

みならず、他社の技術も含めて全体を可視化することで、

自社の強みとして注力すべき技術領域と、補完すべき

技術領域を明確にしたうえで、研究開発に取り組んでい 

ます。

❸外部とのパートナーシップ加速
　デジタル化やネットワーク化が進展する中、多岐にわた

るユーザーやクリエイターの動機を収集し、新たな事業開

発や研究開発につなげ、製品化・事業化の幅を広げて顧

客価値を高めるためには、他企業や大学などの教育・研

究機関、NPOなど、外部とのパートナーシップがますます

重要となります。これまでも、外部との協業や共同研究に

よって、新たな事業を生み出してきましたが、今後もその

取り組みを継続していきます。

❶多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
　事業の多様性は、多岐にわたるユーザーやクリエイ

ターの動機の収集と競争力強化を可能とし、価値創造に

おいて重要な役割を担います。地域ごとで異なる強みを

持つ各事業の特徴に合わせた研究開発を各拠点で進め

るとともに、それぞれの事業・拠点から生まれたテクノロ

ジーをソニーグループ全体に展開することで、多様な事

業全てにテクノロジーの力を与えます。

　これまでも、イメージセンサーやカメラで培った技術

を、メディカル事業の内視鏡や手術用顕微鏡の開発に活

用するなど、事業領域を超えた取り組みを行ってきまし

た。近年は、エレクトロニクスで培ったテクノロジーをエン

タテインメントや金融の領域にも積極的に展開する方針

としています。さらには、エンタテインメントや金融の領域

への貢献を想定した新たな研究開発テーマも進めてお

り、今後はそれらの事業領域で生まれたテクノロジーをエ

レクトロニクスの領域でも活用していきます。

❷ 強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジー
による価値創出

　研究開発においては、優位性のある技術アセットを一

層強化するとともに、将来にわたって顧客価値を高める

価値 創造の基 盤

新たな研究領域や研究パラダイムの創出

ソニーコンピュータサイエンス研究所（ソニーCSL）は、新たな研究領域や研究パラダイム
の創生と、新技術・新事業の創出に取り組む先端組織です。研究領域は発足当初のテー
マである次世代のコンピュータシステムから、システムバイオロジー、経済物理学、インタ
ラクションへと拡張。現在はさらに、生態系、都市計画、エネルギーなどの社会課題、人間
の能力や創造性の拡張、そしてAIやデータ解析にも取り組んでいます。2019年からは六
本木ヒルズでの協生農法の実証実験や、国際宇宙ステーションでの長距離空間光通信技
術の実験などを開始しています。

ベンチャー企業を通じた将来への投資

ソニーのコーポレートベンチャーキャピタルであるソニーイノベーションファンド（SIF）は、
シード・アーリーステージ企業への投資を行っており、ロボティクスやAI、音楽、eスポー
ツなどのエンタテインメント、モビリティ、フィンテック、メディカル、産業IoTなどの成長分
野で、2020年3月末までに56社に出資しました。また、大和キャピタル・ホールディング
スとの共同組成で、ミドル・レーターステージ企業向けの投資を行っているInnovation 
Growth Fund（IGF）では、2020年3月末までに10社に出資しました。
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クリエイターの創造力を解き放つ新たな3次元映像技術

創出価値
1  感動体験で人の心を豊かにする
2  クリエイターの夢の実現を支える

注力事項
1  多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
2  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出

　ソニーのテクノロジーは、2次元から3次元空間への表現の拡張や、実空間とバーチャル空
間の融合によって、エンタテインメントにおける映像制作の制約を解放し、クリエイターの想
像力発揮に貢献しています。中でも、ボリュメトリックキャプチャ技術は、実在の人物や場所
を3次元デジタルデータに変換し、高画質に実写映像として再現する技術で、「視点自由度」と

「リアリティ」の両面が重要な要素となります。複数のカメラとセンサーから入力される情報
を統合する撮影システムと、高度な2D画像処理技術と機械学習技術を組み合わせた映像
生成技術、そして撮影から配信までのリアルタイムシステムといった、ソニーの強みを生かし
た技術です。エンタテインメントにおける新たな可能性を追求するため、グループ内のコンテ
ンツIPを生かし、クリエイターやアーティストとともに研究開発を進めています。2020年1月
には、社内にボリュメトリック映像スタジオを開設し、社内外のさまざまなパートナーとの協
業を進めています。
　3次元映像の表現については、視線認識型ライトフィールドディスプレイに関する研究開
発も進めており、2020年1月に開催された「CES 2020」への出展も行いました。高速ビジョ
ンセンサーや顔認識アルゴリズムを用いて、従来の裸眼立体ディスプレイにはない、超高精
細な立体空間表現を実現しています。ディスプレイとの距離や角度を変えても立体認識が
損なわれず、また俯瞰で見ることもできる、映像表現の可能性を広げる技術です。

強みとするイメージング＆センシング技術による新たな価値創出

創出価値
1  感動体験で人の心を豊かにする
2  クリエイターの夢の実現を支える
3  世の中に安全・健康・安心を提供する

注力事項
2  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出
3  外部とのパートナーシップ加速

　ソニーは、イメージング＆センシングに関する技術を数多く有しています。具体的には、
CMOSイメージセンサーにおける裏面照射型や、画素部分と信号処理回路部分を上下2層、
あるいはDRAM層を加えた3層に積層させる積層技術、さらには多機能化と小型化、生産性
向上を同時に実現するCu-Cu接続技術などがあります。また、世界に先駆けて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は、エッジ側であるイメージセンサーでの高速
なAI処理を可能にし、必要なデータだけを抽出し伝送することで、プライバシーへの配慮や
データ転送遅延時間の低減、消費電力および通信コスト削減などを実現します。
　ソニーの強みであるこれらの技術と、ソリューションを組み合わせることで、より一層の顧
客価値向上にも努めています。2020年5月には、マイクロソフト社とスマートカメラソリュー
ションでの協業に関する発表を行いました。エッジAI処理を実現するソニーのイメージング
&センシング技術とマイクロソフト社のクラウドプラットフォームAzureを組み合わせること
で、さまざまな業界の法人顧客に対し新たな付加価値の提供を目指します。
　この他にも、ソニーのイメージング＆センシング技術は、さまざまな産業や用途での活用
が期待できます。特殊な環境・状況下においても素早い動体の検出が必要とされるマシン
ビジョンでの用途はその一例です。また、自動運転においては、多様なセンサーを組み合わ
せるセンサーフュージョン技術により、視界の悪い環境下でも高精度な物体認識を実現しま
す。スポーツ競技におけるビデオ判定システムの高度化や選手・ボールの動きのトラッキン
グなどに活用されれば、スポーツの魅力をさらに向上させる可能性も有しています。
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価値 創造の基 盤

次世代コンソールの技術がもたらす未来のゲーム体験

創出価値
1  感動体験で人の心を豊かにする
2  クリエイターの夢の実現を支える

注力事項
2  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出
3  外部とのパートナーシップ加速

　ゲーム＆ネットワークサービス分野では、次世代コンソールPS5を通じて、ゲームクリエイ
ターのクリエイティビティが最大化され、ユーザーが新たな世界観を感じられるような、未
来のゲーム体験の実現を目指しています。ハードウェアの開発など、技術的な側面において
も、未来のゲーム体験を実現するさまざまな技術開発を行っています。
　例えば、超高速カスタムSSDと統合されたカスタムI/Oは、ゲームのロード時間を大幅に
減らすことなどが可能となり、これによりユーザーのゲーム体験に劇的な変化をもたらしま
す。また、ゲームクリエイターにとって大きな負担となっている描画処理をシンプルにするた
めに、PS5ではレイトレーシングに対応しています。効果的なレイトレーシングの活用には、レ
イトレーシングの高速化が必須であり、ハードウェアの性能だけでなく、それを使いこなす優
れたソフトウェアの実装が必要不可欠となります。ハードウェアの性能を引き出すため、ゲー
ムクリエイターの声を聞きながら、レイトレーシングの高速化に必要なデータ構造の構築や、
ゲームクリエイターに提供するライブラリの開発を行っています。
　さらに、ハイエンドオーディオがなくても、プレゼンス（実在感）とローカリティ（定位感）を
感じられるTempest 3Dオーディオ技術を取り入れるほか、コントローラーには、｢ゲームが
創り出す世界｣との対話を重視し、表現力豊かに感触を伝えるハプティックフィードバック技
術を搭載しています。これらの技術により、プレイヤーの五感に訴えかけるゲーム体験を実
現し、これまでにない没入感をもたらすことができるものと考えています。

AIを活用した新保険商品でモビリティ社会に安心・安全を提供

創出価値 3  世の中に安全・健康・安心を提供する

注力事項
1  多様な事業全てにテクノロジーの力を与える
2  強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出

　金融事業に力を与えるソニーのテクノロジーの一例としては、ソニー、ソニー損害保
険、ソニーネットワークコミュニケーションズが共同で開発し、2020年3月に販売を開
始した、運転特性＊1連動型自動車保険「GOOD DRIVE（グッドドライブ）＊2」が挙げられ
ます。
　これは、独自のAIアルゴリズムが搭載されたスマートフォン専用アプリを通じて運転
特性データを計測し、当該データと事故データとの相関から事故リスクを推定したう
えで、事故リスクが低いドライバーに保険料をキャッシュバックするサービスです。ドラ
イバーに対して、スコア化した事故リスク（運転スコア）やリスク低減方法と、キャッシュ
バックというメリットの両面を提示することで、安全運転を促します。サービス開始前
に行った実証実験では、事故リスクを15.3％低減させるという結果＊3が出ています。
　このサービスは、ソニーのR&Dセンターが有するAIアルゴリズムやセンサーに関する
知見と、ソニーネットワークコミュニケーションズのソフトウェア開発などに関する知見・
ノウハウに、ソニー損害保険の保険サービスに関するノウハウやデータを組み合わせる
ことで生まれたもので、ソニーが持つテクノロジーと多様性により実現したと言えます。
　また、ドライバーの行動変容を促す「GOOD DRIVE」は、ドライバーだけでなくモビリ
ティを取り巻く社会全体にも安心・安全を提供するものと考えます。
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＊1 「アクセル、ブレーキ、ハンドル、スマートフォンの操作状況」を「運転特性」と称しています。
＊2 「GOOD DRIVE」は、ソニー損害保険の自動車保険に特約（特約名：やさしい運転特約）をセットした商品です。
＊3  運転スコアと運転アドバイスをスマートフォン上に提示することなどにより実現すると推定される、事故リスク削減効

果です。



人材についての基本的な考え方

　ソニーは、最も重要なステークホルダーの1つである人

材を“群”ではなく“個”としてとらえています。強い意志と

自主性・成長意欲を持った個性あふれる社員一人ひとり

に寄り添うことで、社員の持つ力が最大限に発揮される

と考えています。この考え方は、創業者の一人である井

深大が1946年に起草した「設立趣意書」において、「真面

目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊

達にして愉快なる理想工場の建設」「実力本位、人格主義」

「個人の技能を最大限に発揮」として示されており、現在

まで脈々と受け継がれています。”個“の人材とソニーの

関係は、「都度、お互いに選び合い、応え合う関係」と定義

しています。“個”の成長が組織の成長につながることに

よって、ソニーの成長を実現します。また、ソニーの持続的

な成長は、社員一人ひとりにさらに多くの挑戦と成長の

人材

持続的な成長のための人事戦略フレームワーク
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ソニーが社員に提供する価値 ソニーが社員に求めること

●  世界を感動で満たすという夢や志の実現に向けて、 
一人ひとりの挑戦心と成長意欲を尊重し、支援する環境

●  個が有するクリエイティビティを存分に発揮し、新たな 
価値創出の基盤となる、幅広いテクノロジーの蓄積と進化

●  多様な事業を有するソニーグループならではの多岐に 
わたるグローバルなキャリアの機会や可能性

●  多様な人材や視点から価値を生むインクルーシブな 
カルチャー

●  夢と好奇心で未来を開拓し、人々の心を動かす
●  多様性を生かし、異なる視点を取り入れベストなものを

飽くことなく追求する
●  倫理的で責任ある行動を体現し、ソニーブランドへの 

信頼を築き、高める
●  ソニーの持続的な成長のために、規律ある事業活動を 

行い、ステークホルダーへの責任を果たす

ビジネス
セグメント別
人員構成（％）

65

8

9

11
3 4

エリア別
人員構成（％）

48
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20
2
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太平洋
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ソニーの人材基礎情報（2020年3月31日現在）ソニーグループで共有する定義

合計111,700名

＊1  エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、ゲーム&ネットワーク
サービス、イメージング＆センシング・ソリューション

＊2 該当地域：東南アジア・インド・オセアニア・台湾地区・韓国
＊3 該当地域：中近東・アフリカ・中南米・カナダ

クリエイター ユーザー
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多様な事業
ポートフォリオ
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サービス

車載センシング メディカル 金融

価値創造の
基盤

テクノロジー

人材

Attract Develop Engage



機会をもたらします。このように、ソニーでは従来から社

員の挑戦心と成長意欲を尊重し、支援する人事制度・施

策を行ってきました。ソニーが50年以上前に世に先駆け

て始めた社内募集制度はその取り組みの1つであり、社員

のチャレンジマインドを引き出し、主体的なキャリアチェ

ンジをサポートする仕組みとして定着しています。

　ソニーの強みであり価値創造のドライバーととらえて

いるのが、事業と人の多様性です。ソニーはこれまで、異

業種企業との合弁事業やM&Aを通じて、多様な個性・能

力を持つ人々が互いに学び刺激し合うことで数々の新た

な価値を創出し、成長を遂げてきました。また、多様な事

業そのものがさらに多様な個性と人材を惹きつけ育んで

いく好循環を生んでいます。

　多様な事業と個性豊かな人材の挑戦がソニーの持続

的な価値創造とつながるためには、社員一人ひとりが

Sony’s Purpose & Values（存在意義と価値観）を意識

遇水準、実力重視の評価・等級運用、豊富な成長の機会の

提供に加えて、新たな挑戦や失敗を許容するソニーらしい

組織風土により差異化しています。さらに今後はwithコロ

ナ時代を見据え、社員の健康・安全を確保し、最優先する

ことを前提に、これまで以上に柔軟で多様な働き方を推

進し、社員一人ひとりが最大限能力を発揮することができ

る環境の整備や取り組みの実施を加速していきます。

　2つ目の「Develop」（人材育成）では、社員一人ひとり

が、さまざまな活躍の場や機会を通じて成長し続けるこ

とを目指します。そのため、各事業に即した育成施策に注

力するとともに、多様なバックグラウンドやスキルを持っ

た社員がお互いの強みから学び合い刺激し合う環境を

提供しています。

　3つ目の「Engage」（社員エンゲージメント）は、ソ

ニーが人事戦略において最も重視している要素です。

「Attract」による人材獲得と「Develop」による人材育成

し、共有していることが大切です。そのため、ソニーが求

める人物像を示すと同時に、「ソニーが社員に提供する価

値」と「ソニーが社員に求めること」をグループ共通で定

義しています。

人事戦略の方針

　ソニーの人事戦略では、人材に関する考え方を背景と

した、「Attract」「Develop」「Engage」から成るグループ

共通のフレームワークを設定しています。

　1つ目の「Attract」（人材獲得）では、Sony’s Purpose & 

Valuesへの共感を喚起し、挑戦心と成長意欲に満ちた人

たちを魅了することでソニーの一員に加わってもらうこと

を目指します。今後の事業競争力強化のために戦略的な

人材獲得に取り組んでおり、市場競争力のある適正な処

価値 創造の基 盤

エンゲージメント指標と調査結果進捗管理

エンゲージメント指標とは、社員意識調査を活用し、個人と組織の持続的なパフォーマンス向上に影
響を与える「エンゲージメント項目」と、そのエンゲージメントを持続的に高める重要要素となる「エン
ゲージメントドライバー項目」で設計し、調査結果を指数化したものです（一部の事業会社を除く）。

Sony’s Purpose & Values 浸透の取り組み

ソニーの存在意義と大切にする価値観が、多様で個性豊かな社員一人ひとり
に浸透・定着することを目的に、さまざまな取り組みを行っています。一例とし
て、Purpose & Valuesに基づいた「ソニー社員に求める行動」を評価制度の
行動指標に設定し、その実践を促進しています。また、社員調査でPurpose & 
Valuesの浸透度の確認を行っており、2019年11月に初めて実施した調査で
は、下図のとおり、各設問において中立的な回答も含めると約8割の社員がポ
ジティブな回答をする結果となりました。
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指標の傾向について：エンゲージメント指標は、事業特性や各国
の文化・風土によって異なる傾向を勘案した分析を行っていま
す。近年は安定的に高いスコアで推移しています。

調査結果について：社員意識調査の結果を通じて社員のエン
ゲージメント状態を把握し、その結果をきっかけに各組織におい
て継続的な対話とアクションの実行につなげることを重視してい
ます。結果分析の切り口は組織ごとに異なり、それぞれに合った
適切な施策を実施しています。個々の施策内容はグループ全体
または各事業会社のイントラネットでも公開・共有しています。

＊ エンゲージメントに関する設問において、非好意的以外の回答をして 
いる社員の割合

エンゲージメント指標の推移＊

浸透度調査結果

2017 2018 2019
（年度）

0

50

100

86% 85%86%

100

50

0

0 25 50 75 100

１．P&Vを知っている
そう思う どちらでもない そう思わない

２．P&Vに共感している

３．P&Vは日々の業務において
　 指針となっている

61% 25% 14%

61% 30% 9%

44% 34% 22%



スピリッツの継承」「グループ経営を行うための人的ネッ

トワークの形成」をミッションに掲げ、グローバルに活躍

できる基幹人材を育成するための多彩なプログラムを実

施しています。

　2018年11月には、社員の多様性・自主性を生かす研修

施設「PORT」を本社オフィスに開設し、幅広い事業領域

に携わる多種多様な人材が集まり、お互いに学び合い成

長することを狙いとした取り組みを進めています。実際

に、社員の自発的な発案による研修やイベント開催が増

加しており、グループを超えて社員同士の学び合いが定

着しています。このようなリアルな場に加えてバーチャル

な場の創出も進んでおり、全グループ社員が時間や場所

の制約を超えてつながり、一人ひとりの未来への志を刺

激するとともに社員とソニーの成長の連鎖を生む仕組み

を発展させていきます。

　2020年度より上級役員の業績連動報酬の一部に、事

業間のコラボレーションによるOne Sonyでの価値創出

を戦略的に加速させる取り組みを評価指標として導入し

ました。また、ソニーのValuesを体現し、長期的な価値創

造を実現するため、サステナビリティに関する取り組みも

評価指標として取り入れ、各事業や担当領域でサステナ

ビリティ・ESGの観点で注力すべき項目を特定のうえ、レ

ビューを実施していきます。

しつつ、グループ共通のテーマとなる人事施策に注力し

ています。

　各事業の人事施策の理解と事業会社間の連携を強化

することを目的として、国内外の各事業の人事マネジメ

ントと人事担当役員との定期的な会議や、グループ会社

の人事部門が会する四半期ごとの会同等を開催してい

ます。また毎年各事業の成果を挙げた人事の取り組みを

表彰するアワードを実施しており、全世界・グループから

集まる応募の中から秀でた活動にスポットを当てると同

時に、ベスト・プラクティスの共有を行っています。

　グループ横断で注力している取り組みの1つに経営人

材育成が挙げられます。中長期的な視点で各事業の事

業戦略・目標達成に重要な経営キーポジションを特定

し、役員への昇格・登用を見据えた人材の特定と育成施

策を実行しています。日本国内ではグループ横断で次世

代、次々世代の2つのタレントプールを形成しており、経

営チームメンバーで構成されるグループタレントマネジ

メント会議にて育成施策の議論を行っています。複数の

異なる事業で経験を広げるための事業横断的なジョブ

ローテーションをはじめ、各タレントの経験・バックグラウ

ンドを踏まえた体系的な成長の機会を提供しています。

2000年に設立された「ソニーユニバーシティ」では、「経

営ビジョンと戦略を描きリードする人材の創出」「ソニー

で形成される組織の力は、「Engage」によって乗数的に

増大するものととらえています。社員エンゲージメントを

高め、組織と個人が互いの成長に貢献し合う関係を形成

していくために、長年、社員への定期的な意識調査を行

いエンゲージメント指標の測定を実施しています。各々

の回答内容から、エンゲージメントをさらに高めるための

重点領域を特定し、社員との対話を通して組織ごとに適

切な施策を実施しています。また、エンゲージメントはソ

ニーの今後の持続的な成長のために最も重要な要素の 

1つであることに鑑みて、エンゲージメント指標を経営

チームメンバーの評価指標の一部に組み入れています。

人材の多様性を強みに価値を創出するための
グループ共通の取り組み

　ソニーは、多様な事業を営む各事業会社と人事戦略の

フレームワークを共有し、個々の人事戦略の立案と遂行

を各事業の自律性に委ねています。これは、多様な各事

業の競争優位を高めるためには、価値創出に向けて必要

な人材・専門性・マネジメント方法が異なる事業それぞれ

で、最適な人事戦略を設計すべきとの考えに基づいてい

ます。一方、本社人事部門では各事業の人事施策を支援
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テクノロジー人材の育成

ソニーの価値創造のために最も重要なテクノロジーを担う人材の育成については、技術革新と組織的な技術連携に向けた技術戦略コミッティや、社員向けの技術交換会であるSony 
Technology Exchange Fairを開催するほか、高度な専門性と技術的見識を有する技術者を全社レベルで認定するCorporate Distinguished Engineer（DE）制度を通して、技術人材の
成長支援を行っています。例えば、グループ会社の垣根を超えた技術研修の参加者は毎年増加しており、2019年度は15,000名を超える参加がありました。また、職務等級制度において、高い
技術の専門性を持った人材を、管理職等級とは別に上級グレードとして処遇する仕組みを設けており、DEと併せて全世界で約700名が認定されています。さらに、2020年度より世界トップレ
ベルのデジタル人材を確保することを目的に、エクセプショナル・リサーチャー（XR）制度を導入しました。卓越した専門性を有する人材がその才能をより自由に発揮できる働き方と専門性の
高さと市場価値に応じた処遇の実現により、テクノロジーの力をソニーの新たな価値創造につなげることを目指します。



価値 創造の基 盤
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事業ごとの人事施策

　 人材についての考え方 Attract/Develop/Engageに紐づく取り組み

ゲーム& 
ネットワーク 
サービス 

（G&NS）

•  ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、人材の獲得、育成、リテ
ンションの競争が激しいシリコンバレーにグローバル本社を設置。市場競争力
のある報酬、最高水準の福利厚生、プレイステーションのブランドでさまざまな
社員エンゲージメント活動を実施し、成長の原動力に転換

•  ダイバーシティ＆インクルージョン、CSRやキャリア開発への積極的な取り組みは、SIEが
「best place to play and work（最高の遊び場と働く場）」として認知されることに寄
与しており、離職率はシリコンバレー市場平均の約半分の8％。多種多様な育成プログラ
ムや体験学習、ストレッチアサインメントの付与などを通して自己啓発を促し個の成長
を強力にサポート

音楽

•  音楽制作事業を行うソニー・ミュージックエンタテインメント（SME）では、アー
ティストと社員にとって最も働きやすく魅力的な場となるよう差異化に注力

•  音楽出版事業を行うSony/ATVミュージック・パブリッシングでは、世界最高の
ソングライターを輩出する会社として、多様なバックグラウンドと才能を持った
社員を尊重。チームが創造的に考え、アイデアを共有し、リスクを取り、そして成
功に向けて互いに刺激し合うことができる高いパフォーマンスの文化を醸成

•  日本の音楽事業を行うソニー・ミュージックエンタテインメント（SMEJ）では、
社員一人ひとりの力がさまざまなエンタテインメントビジネスを推進する原動力
であり、新たなコンテンツIPを生み出す源泉ととらえ、自由闊達な環境と自主性
を重んじ、社員の自己実現が会社の成長につながるよう支援

• （SME）将来の事業拡大に必要な領域を見据え、全世界の優秀な人材にアプローチする
採用プログラムを展開するとともに、あらゆる階層での研修をはじめとする人材育成、ダ
イバーシティ＆インクルージョンを尊重する風土の醸成に注力

• （Sony/ATV）全ての社員が成長を実現できる包括的で公平かつ安全な企業文化を重
視。進化するビジネスニーズに対応し専門的な能力開発をサポートするために、学習の
機会、ウェルネスプログラム、競争力のある福利厚生、社員のためのコミュニティ、多く
の特典などを社員に提供

• （SMEJ）音楽、アニメ、スマホアプリなど、時代に即した新たなビジネスにチャレンジす
る土壌を大切にし、才能ある人材の獲得に注力。人事交流を積極的に行うことで、常に
新鮮で魅力的な組織を維持し人材の活性化を実現

映画

•  ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント（SPE）は、才能ある社員を触発しサ
ポートすることで会社と社員が共に成功することを志向。2020年にはIPコンテ
ンツの力を活用したエンプロイヤー・ブランド・キャンペーンを立ち上げ、世界中
のオフィスで働く社員の画像と共にSPEの価値観や人材、プログラムを紹介し、
社員エンゲージメント向上のための活動を実施

•  エンプロイヤー・ブランドに基づき、世界中の優秀な人材を獲得するための7か国語の
キャリアポータルを新設。また社員と家族のさまざまなライフステージに合わせた福利
厚生ガイドや、社員が専門性を高め成長し、ビジネスの洞察力を養い多様な視点を共有
する機会を提供する社員育成プログラムを強化

エレクトロニクス・ 
プロダクツ 
＆ソリューション

（EP&S）

•  EP&Sでは、映像・音・通信に関する差異化された技術資産と技術プラット
フォームを強化し続けるとともに、開発・設計・生産・調達・物流・販売における
バリューチェーン全体の最適化と効率化を実現する人事戦略に注力

•  各事業領域での専門性の高い人材を世界各地の最適な場所で獲得・育成。また地域・
事業を超えた人材の異動を積極的に行い、事業戦略にともなう機動的なリソース配置
のみならず、社内公募制度などを活用した個の自律性を尊重。近年育成・研修のための
投資額を増やし、社員の多様なキャリアの実現と成長を支援＊

イメージング＆ 
センシング・ 
ソリューション 

（I&SS）

•  I&SSでは、CMOSイメージセンサーに代表される高い技術力と各アプリケー
ションでの優良な顧客基盤の進化を実現する人事戦略を推進。事業環境の変
化に迅速に対応し、事業拡大と人材戦略を密接に連動させることで収益拡大を
実現

•  世界トップレベルの技術力を訴求し、技術革新を牽引する人材の獲得を強力に推進。ま
た開発・設計・生産・販売を横断して、差異化の源泉となる高度な専門性を持つ人材の
長期視点での育成に注力し、人材育成に関する投資を強化

金融

•  ソニーフィナンシャルグループは、常識にとらわれないビジネスモデルで差異化
を図り、個人のお客様を中心としたニーズと信頼に応えることで成長を実現。社
員の成長がお客様への貢献と持続可能な社会の実現につながるという前提の
もと、採用・育成・報酬などの人事施策に注力

•  お客様の多様な価値観やさまざまな環境の変化に対応し新たな価値を生み出すために、
幅広い教育プログラム、研修体制を通して人材育成に注力すると同時に多様性を尊重
し、さまざまな環境に置かれた社員が活躍できる取り組みを実施。またフィンテックへの
取り組みを加速する中で、AIやデータ解析などの先進テクノロジーに精通する人材育成
にも注力

＊EP&S、I&SS、本社、R&D：2019年度の一人あたりの人材育成投資額は、前年度の27万円/年から29万円/年に増加



事業別の価値創造

ゲーム＆ネットワークサービス

事業のありたい姿

To Be “The Best Place to Play”「最高の遊び場」を実現する

創出価値

1

感動体験で人の心を豊かにする

新しい体験、豊かな経験、多様なコミュニケーションができる、「最高の遊び場」を提供し続
けます。そして、ユーザーとクリエイターとのインタラクティブなつながりが実感できる場を
創造します。

2

クリエイターの夢の実現を支える

プラットフォームの提供を通じて、クリエイターが自身の創造性や革新性を存分に発揮し、
世界に届けられる環境を生み出し続けます。

事業の強み
•  25年間の着実な投資および買収などの結果、世界各地にゲーム開発スタジオや主要なフランチャ

イズを持ち、世界中のユーザーにオリジナルのコンテンツIPを提供
•  ユーザーからの信頼と、クリエイターへの技術・ノウハウの共有を通じて培った 

プレイステーションのブランド力
•  ユーザーとクリエイターをつなぐ強固なゲームコミュニティの確立
•  デバイスや技術、ビジネスモデルを組み合わせたEnd to Endの企画開発力と世界的な販売力

注目する社会・技術変化
•  コンテンツへの要求の高まりと、ネットワークによる人とのつながり方のイノベーション
•  ゲームの楽しみ方やコンテンツのアクセス方法の多様化
•  ソフトウェアのアクセシビリティ機能の充実化
•  ハードウェア、クラウド等の進化やオープンイノベーションの普及
•  エコシステム構築やプラットフォーム確立における異業種プレイヤーとの競合
•  データ量の増加とデータ分析の進化
•  ニューノーマルな世の中に順応したユーザーとの新たなエンゲージメントの重要性

価値創造の基盤における重要項目
•  情報セキュリティ：世界有数のゲームエコシステム、ネットワークプラットフォームの安定した管理・

運用
•  責任あるサプライチェーン：グローバルに広がるサプライチェーンにおける環境・人権等のリスク 

対応
•  品質・カスタマーサービス：幅広いユーザーの顧客体験と使いやすさ・アクセシビリティの強化
•  環境：ハードウェアおよびネットワークサービス全体のエネルギー効率化、ユーザーとの接点を 

活用した啓発活動への期待
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• PS4累計販売台数 1億1,210万台＊1

• PSNの月間アクティブユーザー 1億1,300万＊2

• PS Plusの有料会員数 4,500万人＊1

• PS Nowの会員数 220万人＊3

＊1 2020年6月末時点
＊2 2020年6月の時点。アクティブユーザーは、当社調査による推計値
＊3 2020年4月末時点

主な事業会社
Sony Interactive Entertainment LLC、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.
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戦略の背景

　ゲーム＆ネットワークサービス分野は、ユーザーやクリ

エイターに近づくという、ソニーの経営方針を象徴する事

業と言えます。プレイステーションプラットフォームは、最

先端の表現を可能とし、開発ライブラリやノウハウを提供

することで、クリエイターの創造性発揮を促進・加速させ

ます。ユーザーに対しては、Direct to Consumer（DTC）

サービスを充実させるとともに、ゲームのプレイデータや

ネットワークサービスの利用動向などを通じて、動機に近

づきます。

　PS4の累計販売台数は1億1,210万台＊1を達成し、PSN

の月間アクティブユーザーは1億1,300万＊2を超えていま

す。さらに、有料会員サービスである、PS PlusはPS4発売

以来、順調に会員数を伸ばし、有料会員数は4,500万人＊1

に達しました。これらのデータを見ても、世界有数のゲー

ムエコシステム、ネットワークプラットフォームとなってい

ます。そして、今年の年末商戦期に発売予定の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。

　引き続き、PCオンラインゲームや異業種におけるプレ

イヤーとの競合激化が予想されますが、コンテンツIPの

さらなる強化に向けた積極的な投資、ブランド価値の向

上、ユーザーエンゲージメントおよびコミュニティの醸成

を促進することで、ユーザーに近づくDTCサービスの強

化を進め、プレイステーションプラットフォームの革新・進

化を図っていくことが成長戦略の基本となると考えてい

ます。
＊1 2020年6月末時点
＊2 2020年6月の時点。アクティブユーザーは、当社調査による推計値。

戦略の方向性

　コンテンツIP強化の面では、プレイステーション専用

タイトルの充実と展開を加速します。自社開発やパート

ナー各社の協力により、PS4のソフトウェアタイトルの販

売は拡大が続いており、引き続き魅力的なコンテンツの

ラインアップ拡充を図ります。そして、各種ネットワーク

サービスの充実を通じてリカーリング収益のさらなる成

長を目指します。

　PS5では、「スピード」「触感」「音」に新技術を投入する

ことにより、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、エクスクルーシブなゲーム体験を提

供します。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、2nd Party、3rd Partyともに

準備が進んでおり、魅力的で強力なラインアップをユー

ザーに提供していきます。

　こうした戦略を推進する中で、これまで以上に重視す

るのがユーザーエンゲージメントの強化です。さまざまな

種類、ゲーム形態に対応したコンテンツを提供し、VRなど

ユニークかつ豊かなインタラクティブ体験の提供を進化

させながら、UX（ユーザーが得られる経験）や使い勝手

の向上と、データ分析の活用を強化していきます。また、

既存および新規パートナーシップを活用しながら成長を

促し、さらなる規模拡大を実現することも重要と考えて

います。そして、PS4でこれまで築き上げてきたモメンタム

やエコシステムを維持しながら、PS5へのスムーズな移行

を促進していきます。

　収益計画としては、これまで獲得してきたプレイステー

ションプラットフォームの好循環を加速し、力強い成長

を目指します。これは、アクティブユーザーやプレイ時間

の増加、ネットワークサービスの充実、コンテンツIPの強

化によって、数ある選択肢の中からプラットフォームとし

て選んでいただくというもので、アクティブユーザーの増

大、リテンションの強化、キャッシュ・コンバージョン・サイ

クル（CCC）の短期化などを果たし、キャッシュ・フローの

拡大を図る計画です。また、1st PartyタイトルのPCプラッ

トフォーム向けのIP展開を強化することで、さらなる収益

の確保を図っていきます。

戦略のポイント
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音楽

事業のありたい姿

•  芸術への誠実さ、透明性、起業家精神というコアバリューを大切にし、アーティストと社員に最もフレンドリーな会社になる
• 音楽とエンタテインメント、テクノロジーの融合により、創作活動におけるキャリア開発とアーティストとソングライターの収益最適化を目指す
• ビジネスプロセスの多様な領域に投資し、価値創造の範囲を広げることで、アーティストやクリエイターのキャリア成長に役立つ総合的な機能を整備する
• 高品質でテクノロジーを駆使したソニーグループ独自のマルチプラットフォームを活用することで、アーティストの機会創出と競争優位性向上を図る

創出価値

1

感動体験で人の心を豊かにする

音楽は、人々の「体験」の根源を成すとの認識のもと、創造的な取り組みと技術革新を通じ
て、感動を届けていきます。アーティストやソングライターと協働し、ファンがエモーショナル
かつ文化的に人生を享受するための、魅力的なエンタテインメントを創出します。

2

クリエイターの夢の実現を支える

アーティストやソングライターの創造的な取り組みを支え、キャリア開発に資するグローバル
パートナーとして、彼らの権利の保護と正当な評価獲得にも努めます。ソニーグループ内の
シナジーを活用し、多様な分野・メディア・プラットフォームでさまざまな機会を提供します。

事業の強み
•  A&R＊1、マーケティング、商用ライセンス、著作権・ロイヤリティ管理に関する卓越した専門性を備

えた、音楽エンタテインメントにおけるグローバルリーダーシップ
•  数多くのクリエイターが生み出した、あらゆるジャンル・世代の音楽をカバーする幅広いコンテンツIP
•  音楽産業の発展に寄与する、アーティスト・ソングライターとの強固な関係性と、発掘・育成・マーケ

ティング・プロモーションにおける革新的な能力
•  独自データや分析プラットフォーム、クリエイターの活動支援などコミュニティへの継続的な投資
＊1 アーティストとレパートリー（楽曲）に関する全ての責任を持つ役割　　

注目する社会・技術変化
•  言語・ジャンル・国籍の垣根を越えた、多様なコンテンツがあふれる社会
•  常に変化する趣向に合致したコンテンツに出会い、楽しみたいという欲求の高まり
•  デジタル化によるユーザーへのデリバリー方法の変化と、著作権管理改革の必要性増大
•  参入障壁の低減や業界内プレイヤーの変化、競争激化
•  新型コロナウイルスの影響によるマーケティング、プロモーション、マーチャンダイジング、ライセン

ス供与、およびパフォーマンス手法適応の必要性

価値創造の基盤における重要項目
•  企業倫理とコンプライアンス：タレントマネジメントにおける危機管理、公正なアーティスト活動の

場の整備、およびストリーミングコンテンツにおける価値の保護
•  人権の尊重：人権を尊重し、事業や人材の多様性を強みにする文化を構築し続けることで、全社 

一丸となって世界に良い影響をもたらす責任
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• 音楽制作／出版合計のストリーミング売上成長 ＋21%（前年度比）＊2

＊2 EMI合算通年ベース

主な事業会社
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、Sony Music Entertainment、Sony/ATV Music Publishing LLC
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戦略の背景

　「表現」の中核をなす音楽は、世相や社会情勢、個人のア

イデンティティを反映します。これまで、ソニーのアーティ

ストは、文化やコミュニティを創出することで歴史を築い

てきており、社会正義の形成に対してもその一翼を担って

きました。新型コロナウイルスの感染拡大下においても、

さまざまなアーティストや音楽が社会に貢献する、数多く

の例が示されました。彼らの主張や世界観、クリエイティビ

ティを的確に反映することも大きな責任であるととらえて

います。

　また、音楽の触れ方や楽しみ方は、刻々と変化・進化し

ますが、コンテンツの価値は不変です。あらゆるメディアで

コンテンツIPの重要性が増す中、音楽コンテンツは一層重

視されています。一方、これをクリエイターの側からとらえ

ると、ますます複雑化するコンテンツ管理・権利の保護が

喫緊の課題となっています。

　こうした環境下、ソニーはグループシナジーと技術を生

かし、アーティストとユーザーそれぞれに近づき、コンテン

ツIPを強化し、成長を加速していくことを目指しています。

戦略の方向性

　2019年、ソニーは音楽分野の成長機会の拡大と発展

に向け、ソニー・ミュージックグループを設立し、世界有数

の音楽制作会社および音楽出版会社、それぞれのアイデ

ンティティを維持しながら、その連携を最大化する体制と

しました。

　音楽制作における戦略としては、各地の人気ジャンル

のアーティストを発掘・育成していくため、アーティストと

の契約やクリエイティブスタッフへの投資を重点的に行

います。また主要な新興国市場の展開を強化するととも

に、リリースプロセスの拡充によりストリーミング市場の

シェア拡大と成長機会の獲得を図ります。そして、あらゆ

るアーティストにとって不可欠なパートナーとなるべく、

The Orchardを通じたインディーズレーベル・アーティス

トへのサービスや、機能および価値提供面での継続投資

を進めることで、収益、市場シェア、レパートリーのさらな

る拡大を図ります。

　音楽出版においては、世界最高のソングライターから

選ばれ続けることが、その使命です。創作からライセン

ス、マネジマントにわたる卓越したサービスを提供し続

けることにより、No.1グローバル音楽出版企業としての

地位を強化していきます。今般、「SCORE」というロイヤリ

ティ管理アプリを通じた新プロセスを導入し、リアルタイ

ムでのロイヤリティ支払いを実現しました。これにより、

海外からのソングライターへの支払いがほぼ1年短縮化

され、彼らはオンデマンドで収益を得られるようになりま

した。さらに、レガシーと現代音楽の双方を含む、国際的

なライセンスネットワークの構築により、ライセンス収入

の最大化を図っています。また、トップタレントから選ばれ

続けるため、ソングライターの発掘・育成へのさまざまな

投資を行い、米国、アフリカ、コロンビア、インド、インドネ

シアを含むグローバルプレゼンスを拡大していきます。

　映像メディア・プラットフォームでは、ヒットの創出と最

大化に向け、音楽／アニメのコンテンツIP強化を図ると

同時に、コンテンツIPの多面的展開を加速します。モバイ

ルゲーム、アニメーションTV放映、映画、映像パッケージ、

事 業 別の価値 創造

戦略のポイント
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音楽ライブイベントなどの多様な顧客接点を強化し、コン

テンツポートフォリオを構築していきます。市場としても、

日本、アジアに加え、海外展開を強化していきます。



映画
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事業のありたい姿

世界中の人々に向けて、保有するコンテンツIPを軸にワールドクラスの映画やテレビ、ビデオ、モバイルゲーム用エンタテインメントをつくり、届け、 
感動体験を共有するコミュニティに価値を提供する

創出価値

1

感動体験で人の心を豊かにする

映画・テレビ番組の製作や放送ネットワーク事業、アニメ配信サービスを通じて、意義深い
高品質なコンテンツを届けることで、高いエンタテインメント性と感動体験の共有をもたら
します。そして、これによりクリエイターを含む人に近づき、世界中のオーディエンスを大切
にしていきます。

2

クリエイターの夢の実現を支える

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、独自の存在として、クリエイターに最高の環境
を提供しています。独立系の大型スタジオであることから、トップクリエイターの生み出す
質の高いコンテンツを、あらゆるプラットフォームで展開することを可能としており、これに
より世界中のあらゆるオーディエンスに最大限の効果をもたらしています。

事業の強み
•  タレントをはじめ、楽曲やデータ分析、スタジオ設備、マーケティング、流通、そして保有コンテンツ

IPなどの、クリエイターの映像コンテンツ制作とユーザーの視聴を支える一貫したエコシステム
•  ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが権利を持つマーベル・キャラクターをはじめ、幅広い 

ライブラリや、フランチャイズ化された認知度の高いIPなど、豊富なコンテンツIP
•  大手制作会社としての独立性

注目する社会・技術変化
•  業界内の大規模な垂直統合
•  高速ネットワーク接続や機械学習、ハードウェアの進歩などによる没入体験欲求の高まり
•  AI、ネットワークの進化、スクリーンの遍在性を背景とした、アクセスのしやすさや、多様化する嗜好

に対応するコンテンツの個別性の進展
•  コンテンツ視聴・アクセス・体験方法の多様化による、「ストーリー」の価値と、コンテンツIPや 

クリエイターとの関係性の重要性増大

価値創造の基盤における重要項目
•  企業倫理とコンプライアンス：コンテンツ制作から配信までの全創作プロセスにおける自社・ 

パートナーのIP保護
•  人権の尊重：人権を尊重し、事業や人材の多様性を強みにする文化を構築し続けることで、 

全社一丸となって世界に良い影響をもたらす責任
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• 米国劇場興行収入市場シェア＊ 11.8%
＊2019年。ソニー調べ

主な事業会社
Sony Pictures Entertainment Inc.



戦略の背景

　映画業界では、近年、急速な構造的変化が起きていま

す。大手エンタテインメント企業は、独自のエコシステム

の強化に向けコンテンツ制作企業を買収し、かつてない

統合が発生しました。こうした大手企業は、選択の自由度

が増した消費者の獲得を重要課題ととらえ、製品・サービ

スの戦略設計に重要となるコンテンツ提供に注力してい

ます。また、ハイテク大手企業は豊富な資本と技術リソー

スを活用して、世界規模でコンテンツへの投資を続けて

います。

　こうした中、ソニーは今後も独立系の強みとタレントと

の関係性を維持し、有力サービスや大手企業にコンテン

ツを供給し続けていきます。これにより、業界内の一流ク

リエイターが求める創作の自由を最大化し、独自IPを活

用したコンテンツ価値を生み出していく考えです。加え

て、アニメのファンに代表されるコミュニティに対しても、

その情熱を満たすコンテンツを集中的に創出・提供して

いきます。

　また、市場変化の中での成長機会獲得に向け、ソニー

では強靭で機動的な組織を目指し、事業構造全体の大幅

な変革を行いました。コストコントロールや、創作活動お

よび財務リスクの管理を通じ、財務規律の強化にも努め

ています。

戦略の方向性

　ソニーの成長戦略は以下の4つを柱としています。

　1. 充実したIPの活用

　2. 独立系スタジオとしての強み

　3. 豊富なコンテンツライブラリ

　4. ソニーグループでのシナジー創出

　「充実したIPの活用」としては、全てのプラットフォーム

に対して全方位的な収益化が期待できる、強力で価値

のあるIPが重要になります。主要な映画フランチャイズ

とテレビ関連IPに加え、ソニー・ピクチャーズ エンタテイ

ンメントが権利を持つ「スパイダーマン」関連の900を超

えるマーベル・キャラクターを活用し、さまざまなプラット

フォームに拡大していきます。

　次に、「独立系スタジオとしての強み」を生かし、一流の

タレントを起用し、世界中の視聴者に向けて質の高いコ

ンテンツを制作していきます。また、個別の動画配信サー

ビスやネットワークプラットフォームに制約されていない

ため、コンテンツをあらゆるプラットフォームで展開し、最

大限のインパクトをもたらすことができます。

　「豊富なコンテンツライブラリ」では、大手エンタテイン

メント企業がストリーミングサービス確立に注力しプレミ

アムコンテンツの需要が増してきていることを踏まえ、映

画・テレビ番組の幅広いコンテンツライブラリを収益につ

なげていきます。

　「ソニーグループでのシナジー創出」としては、音楽、

ゲーム、エレクトロニクス、テクノロジーを扱うソニーグ

ループの一員としてのユニークな優位性を活用し、各事

業との連携を積極的に推進していきます。

　一方、新型コロナウイルス感染症拡大による環境変化

は、新たなリスクと機会をもたらしています。外出制限

の中、ホームエンタテインメントビジネスでは配信サービ

スにおける映画やテレビ番組のプレミアムコンテンツや

ゲームの需要がさらに高まっています。しかし、劇場興行

では、各国政府の映画館に対する閉鎖や新ルール導入の

要請などにより、多大な影響を受けました。コンテンツ制

作においても、制作現場スタッフの安全のため、新たな安

全規格とガイドライン整備に注力することが必要です。

事 業 別の価値 創造

戦略のポイント
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エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

事業のありたい姿

世界中の人と社会に、テクノロジーの追求と新たなチャレンジによって、「感動」と「安心」を提供し続ける

創出価値

1

感動体験で人の心を豊かにする

これまで得意としてきた「リアリティ/Reality」と「リアルタ
イム/Real-time」を追求した低遅延で高品位な映像・音
を、さらに「リモート/Remote」で制作・提供できる世界へ
と進化させます。3Rを軸に遠隔を極め、地理的な制約をな
くしてユーザーが良質なコンテンツを楽しみ、多彩で新し
い世界を体感・没入・共有できる環境をつくります。

2

クリエイターの夢の実現を支える

クリエイターが求める表現を可能とし、その時間価値の
最大化にも貢献できる製品・サービス・空間を提供するこ
とで、クリエイターの創造性発揮と自己実現達成を支え 
ます。

3

世の中に安全・健康・安心を提供する

健康で安心して暮らし、感動に満ちた毎日が享受できる社
会づくりに向け、医療やセキュリティにおける社会システ
ム・産業の進歩に貢献します。

事業の強み
•  映像・音・通信に関する差異化された技術資産と技術プラットフォーム（光源からディスプレイまで

を包含するコア技術「Light to Display」技術など）
•  グループ内エンタテインメント事業との協働によるクリエイター本位の製品設計・開発インフラ
•  グループ事業会社間の開発・生産・物流・販売を一気通貫でマネジメントする、耐久性と柔軟性を

備えた体制

注目する社会・技術変化
•  映像や音に求める価値の高度化・多様化（ハイエンド、リアルタイム、リアリティ）
•  生活や仕事、教育、消費行動等、さまざまな分野で急速に変化・加速するリモート化
•  クリエイターの大衆化と、コンテンツや感動体験の共有ニーズの高まり
•  IoT、通信技術の進化にともなう、製品付加価値やユーザー価値の変革
•  技術・製品における陳腐化・コモディティ化のスピード上昇

価値創造の基盤における重要項目
•  責任あるサプライチェーン：グローバルに広がるサプライチェーンにおける環境・人権等のリスク 

対応
•  品質・カスタマーサービス：幅広いユーザーの顧客体験と使いやすさ・アクセシビリティの強化
•  環境：原材料調達から使用済み製品の回収・リサイクルまで、製品のライフサイクルを通じた環境

対応
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• 営業CF+投資CF＊ 149億円
＊P.16の注記をご参照ください。

主な事業会社
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社、ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ株式会社、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
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事 業 別の価値 創造

戦略の背景

　近年のソニーのエレクトロニクス領域では、感動を届け

る映像や音という得意分野に集中し、それらの強みを生

かせる通信分野での展開を行ってきました。第一次、第二

次中期経営計画では、分社化や構造改革を通じて各分野

の収益性強化・高付加価値化を果たし、ソニーの安定収

益基盤として生まれ変わることができました。

　映像や音を楽しむという根源的な欲求がますます多彩

かつ高度になる環境で、さらに新型コロナウイルスの影

響により、人々のライフスタイルや消費行動、価値観が大

きく変化しています。このような中、従来の映像・音にか

かわる差異化された技術資産を生かした感動創出に向

けた「リアリティ」と「リアルタイム」に加え、今後は「リモー

ト」を重視した事業展開を進め、安定的な成長を図る方

針です。また、エレクトロニクス事業のビジョンに、新たに

「安心」を提供し続ける点を掲げました。メディカル事業

における安心、品質への信頼、通信で人とつながってい

ることの安心感等、多様な解釈をもとに、新たな価値創

造を目指します。

戦略の方向性

　2019年4月に、イメージング・プロダクツ＆ソリュー

ション（IP&S）分野、ホームエンタテインメント＆サウンド

（HE&S）分野、モバイル・コミュニケーション（MC）分野

をエレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション（EP&S）

分野として統合し、一貫したマネジメント体制を敷きまし

た。さらに2020年4月にはEP&S分野の各事業を傘下に

束ねる新会社「ソニーエレクトロニクス株式会社」を設立

しました。統合後も、各事業個社の財務規律と結果に対

する責任をそれぞれが全うすることは大前提です。その

うえで、テクノロジーによる個社の枠組みを超えた新たな

顧客価値を創造すること、オペレーションによる取りこぼ

し撲滅・伸びしろ最大化に取り組みます。事業別の戦略

は以下のとおりです。

　IP&Sでは、「Light to Display」技術プラットフォーム

を生かして製品の差異化を追求することで、顧客のリア

ルタイムベネフィットを提供していきます。例えば、カメラ

事業ではフルサイズ一眼カメラ市場でのNo.1ポジション

の継続を目指すほか、放送局などのB2B向け事業では引

き続き競争力のある製品・ソリューションの充実を図りま

す。また、メディカル事業では中長期的な視点で、外科イ

メージングとライフサイエンス領域を中心にビジネスの

拡大をさらに進めていきます。

　HE&Sでは、テレビ事業にて最高画音質・デザイン・使

いやすさを追求するという製品開発の方向性を継続しな

がら、業界トレンドを上回る平均インチサイズを実現し、

プレミアム4K市場を牽引していきます。ビデオ＆サウンド

関連では、ヘッドホンやホームスピーカーといった成長領

域での製品力強化と売上拡大、「360 Reality Audio」の

導入による新しい音楽体験の実現に取り組みます。

　MCでは、スマートフォンにおける事業構造変革を着実

に進めることと並行して、ソニーの先端技術を結集した

製品力の強化に徹底的に取り組みます。安定的な顧客

基盤と収益計上を続ける通信事業では、5G社会に向け

たサービス基盤の充実やIoTサービスへの進化を目指し 

ます。

　第三次中期経営計画の中でEP&S分野は、「事業成長・

企業価値の最大化」を中期目標に掲げ、事業成長領域の

拡大とポートフォリオマネジメントを通じた安定収益性

の実現を目指します。

戦略のポイント
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イメージング＆センシング・ソリューション

事業のありたい姿

最高度のイメージング＆センシングテクノロジーで、映像クオリティと認識機能の限界に挑戦し、
あらゆるシーンにソリューションを展開することで、人に感動を、社会に豊かさをもたらします。

創出価値

1

感動体験で人の心を豊かにする

最先端イメージング＆センシング技術が生む、リアリティ
とリアルタイム性あふれるコミュニケーションや、快適さ・
楽しさの提供を実現。ユーザーが感動し、喜びを共有でき
る機会を創出します。

2

クリエイターの夢の実現を支える

イメージング＆センシングを活用したデータ提供を通じ
て、さまざまな産業における新たなユースケース創出やエ
コシステム創造を支援・牽引します。

3

世の中に安全・健康・安心を提供する

人間の眼や認識能力を超える機能を通じて、危険の予知
やリスク計測、高い効率性などを実現し、心の豊かさの基
盤となる、安心・安全な社会づくりを目指します。

事業の強み
•  高精度、高感度、多画素、高速撮像などを実現する、CMOSイメージセンサーにかかわる高い 

技術力（2019年度金額シェアNo.1＊）
•  各アプリケーションでの優良な顧客基盤
•  ハイエンドに強みを持つソニーグループ内事業との協働・シナジー機会
＊ソニー調べ

注目する社会・技術変化
•  より快適さ、心地よさ、効率のよさを求める社会的ニーズ
•  AI、IoTの進化を背景とした、高度な認識技術の重要性増大
•  自動化・自律化による産業のスマート化やリアルタイム化の進展
•  半導体業界の競争激化、プレイヤーの再編と、ユースケースの多様化・拡大
•  地政学リスクの高まりと新型コロナウイルスによる事業環境の変化

価値創造の基盤における重要項目
•  責任あるサプライチェーン：グローバルに広がるサプライチェーンにおける環境・人権等のリスク 

対応
•  品質・カスタマーサービス：高い品質・信頼性の維持に加え、車載向けイメージセンサーなど用途 

ごとの業界標準への対応
•  環境：半導体製造プロセスにおける温室効果ガス排出量削減や資源循環等の環境負荷低減への

取り組み
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• イメージセンサー金額シェア 53%＊1

• センシング売上構成比率 4%＊2

• ROIC  20.3%＊2

＊1 2019年度。ソニー調べ
＊2 2020年3月末時点

主な事業会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、ソニーLSIデザイン株式会社
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戦略の背景

　イメージング＆センシング領域は、画像・映像がもたら

す感動創出や、ユーザーの動機の認識・解析に不可欠で、

「人に近づく」を具現化する技術分野でもあります。

　地政学リスクの高まりや新型コロナウイルスの影響な

ど、足元の事業環境の不透明性により短期的な伸び率鈍

化は考えられるものの、中長期的にはイメージセンサー

市場は拡大傾向にあり、市場の牽引役であるモバイル領

域で拡大すると見込んでいます。AIやIoTの進展にともな

い、車載用途やFA、セキュリティなどの新規領域でも市場

拡大が続きます。今後も社会・産業におけるイメージセン

サーの重要性はさらに増していくと見込まれます。

戦略の方向性

　こうした中、ソニーのイメージング＆センシング・ソ

リューション分野では、引き続きイメージセンサーに注力

します。基本戦略として、優位性のあるイメージング＆セ

ンシング技術の一層の進化を図り、各領域での成長を実

現するとともに、さまざまな産業における協業、M&Aなど

を通じ、新たなユースケース創出を目指します。

　具体的には、ハードウェアとソフトウェア両輪での成長

を目指していきます。

　ハードウェアについては、中期的にはCMOSイメージ

センサーの旺盛な需要に対応し積極的に投資を行い、

CMOSイメージセンサーにおけるイメージング用途の世

界No.1を維持すると同時に、センシング用途でも世界

No.1を目指します。

　ソフトウェアについては、将来的な姿として、エッジAI処

理を組み入れ、センサーハードウェアとの融合を図りなが

ら、リカーリング収益モデルを追求していきます。そのた

めにまずは、ソフトウェア戦略・パートナー戦略の検討と

具体化を進めていきます。

　ソニーは、CMOSイメージセンサーのハードウェアに

おいて、エッジAIを実現するための、さまざまな技術を確

立しており、CMOSイメージセンサーのリアルタイム化・

インテリジェント化に向け、優位性を確保しています。そ

の具体的な取り組みとして、世界初となる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「IMX500/

IMX501」を商品化しました。ソニー独自のCu-Cu接続に

よる積層技術を用い、イメージセンサーのロジックチップ

側にAIによる画像解析処理機能を搭載することにより、高

速なエッジAI処理を実現します。さらに、そのインテリジェ

ントビジョンセンサーに、マイクロソフト社のクラウドプ

ラットフォームMicrosoft Azure AI機能を組み込むことに

よる、法人顧客向けのスマートカメラソリューションの提

供に向けて、マイクロソフト社との協業を開始しました。

　収益面では、引き続き収益ドライバーであるモバイル

領域において、差異化技術に裏打ちされた高付加価値

な製品の導入により、収益最大化を図ります。同時に、セ

ンシングや車載などの新規領域における新製品開発や

技術開発に経営資源を投下し、収益貢献を目指します。

投資については、短期的には地政学リスクの高まりや新

型コロナウイルスによる事業環境の変化を踏まえ、慎重

な判断が求められるものの、中長期的にはイメージセン

サー事業の技術の優位性を維持・強化するため、継続的

な研究開発と設備投資を行っていきます。

事 業 別の価値 創造

戦略のポイント
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金融

事業のありたい姿

お客様一人ひとりに合わせた付加価値の高い商品・サービスとテクノロジーの力で感動を生み出し、最も信頼される金融サービスグループになる

創出価値

3

世の中に安全・健康・安心を提供する

さまざまな情報を活用しお客様一人ひとりのライフプランに合わせたアドバイスを通じ、経済的保障の提供や資産形成の促進、長寿社会を見据えた商品・サービスの提供により、安心・安全
を提供します。また、技術を活用した新たな保険商品・サービスの提供により安心・安全な次世代モビリティ社会への貢献を目指します。さらに金融サービスへのアクセス改善とイノベーショ
ンの推進によって、生活の利便性を向上します。

事業の強み
•  お客様とダイレクトに接し、一人ひとりに合わせたアドバイス、商品・サービスを提案する力
•  高品質な商品・サービスを合理的な価格で提供できる事業基盤
•  グループ連携を通じたテクノロジーの活用

注目する社会・技術変化
•  人口減少、少子高齢化、世帯構造の変化など、人口動態の変化
•  世界的な低金利
•  データエコノミーの到来、AIの普及、自動運転技術の進化など、技術革新の急速な進展
•  金融規制の変化
•  感染症リスクの顕在化によるライフスタイルの変化

価値創造の基盤における重要項目
•  コーポレート・ガバナンス： 金融事業が持つ高い公共性を意識した経営の健全性・適切性の確保
•  企業倫理とコンプライアンス：金融機関として法令・規則等を遵守し、誠実かつ倫理的な活動を 

行う
•  情報セキュリティ：お客様の個人情報の適切な管理
•  品質・カスタマーサービス：適切な情報提供、アフターフォロー体制の構築
※「テクノロジー」と「人材」については、それぞれP.34､P.38をご参照ください。

事業の主なパフォーマンス指標
• ソニー生命：保有契約高 51.4兆円＊1（前年度比3.8%増）
• ソニー損保：元受正味保険料 1,191億円＊2（前年度比6.2%増）
• ソニー銀行：リテールバランス 4.5兆円＊3（前年度比8.6%増）
＊1 個人保険および個人年金保険の合計。2020年3月末時点
＊2 2019年度
＊3 預金、投資信託、金融商品仲介、投資一任契約媒介、個人ローンの合算。2020年3月末時点

主な事業会社
ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社
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戦略の背景

　日本の金融市場は、人口減少や少子高齢化・長寿化、

低金利の継続などを背景に、中長期的に市場規模の縮

小や収益マージンの低下、競争激化が予想されます。ま

た、フィンテックの急速な進展やAI技術の普及といった技

術革新によって、金融業界への異業種参入が進んでいま

す。加えて、フィデューシャリー・デューティー＊の意識が金

融機関経営において一層高まっています。

　ソニーフィナンシャルグループは、誕生時より従来の金

融機関と異なるビジネスモデルを追求し、お客様一人ひ

とりのニーズを満たす差異化によって付加価値の高い商

品とサービスを提供してきました。安心・安全な社会づく

りに向け、グループの連携をより一層強め、一人ひとりに

合わせた提案をさらに推し進めることが重要だと認識し

ています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大は経済

だけでなく、一人ひとりのライフスタイルに大きな影響を

与えました。非対面、非接触プロセスの増加といった行動

の変化に加え、保障や資産形成のニーズ、健康増進や疾

病予防のニーズの高まりなど意識の変化も起きており、

これまでソニー生命が強みとしてきた専門性と信頼感の

あるコンサルティングの重要性、ならびにソニー損保・ソ

ニー銀行のダイレクトビジネスモデルの重要性が、共に高

まると考えています。
＊  他者の信認に応えるべく、一定の任務を遂行する者が負うべき幅広いさまざ

まな役割・責任

戦略の方向性

　ソニーフィナンシャルグループが策定した中期経営計

画では、新たな成長への挑戦をテーマに、既存ビジネスモ

デルによるオーガニック成長に加え、10年超の長期視点

で起こる変革を機会とするため、次の成長につながる布

石を打つ期間としています。

　オーガニック成長については、お客様本位の業務運営

のもと、①ライフプランナーによるコンサルティングセー

ルス・フォローのさらなる強化やお客様満足度の向上、②

自動車保険の成長持続や損害保険種目ポートフォリオ

の多様化、③外貨預金・住宅ローンの強化、④介護事業

の確実な立ち上がり、といった重点戦略を推し進めてい 

ます。

　さらにソニーグループ各社との連携も強化しており、ソ

ニーのAI等の技術を活用した運転特性連動型自動車保

険を発売しました。事故リスクの低い運転をされたお客

様にキャッシュバックのインセンティブを提供することで、

お客様の事故リスクの低減、ひいては交通事故の少ない

社会の実現への貢献を目指しています。

　今後の新たな成長に向け、「お客様一人ひとりに合わ

せた商品・サービスを提供する」というコアコンピタンス

を強化していくことが重点課題です。ソニーフィナンシャ

ルグループは「お客様本位」と「変革への対応」を強く意

識した戦略を進め、グループシナジー創出を加速し、従来

の金融機関では提供できない付加価値の高い魅力的な

商品とサービスで、お客様の金融行動全般をサポートし

ていきます。

事 業 別の価値 創造

戦略のポイント
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コーポレート・ガバナンス

54

　ソニーの社外取締役として2020年6月で3年、議長と

して1年が経過しました。

　ソニーは、取締役会の大半を社外取締役が占め、取締

役会議長も社外取締役が務める特徴的な会社の1つで

す。ただ、私自身の経営経験、他社での社外取締役の経

験に照らすと、取締役会の役割やその実行に向けた要諦

は、どの会社でも本質的な差はないと思っています。

　すなわち、中長期的な企業価値向上を目的とした経営

陣の監督が取締役会の役割であり、そして、そのためには

取締役会での健全で活発な議論が重要と考えています。

　この観点から、ソニーの取締役会議長としては以下の 

2点に心を配ってまいりました。

　1つ目は、社外取締役と経営陣との緊密な対話です。

CEOやCFOとの個別会議や現場訪問、丸2日間のワーク

ショップなど、経営陣との対話機会を多く持つようにして

きました。この点に関して、例えば、ワークショップ前に、

経営陣から課題認識も含めた考えや、情報がオープンに

共有され、社外取締役も広い視点から深い論議に参加で

きています。

　2つ目は、社外取締役の多様な経験と専門性を生かし

た取締役会の運営です。議長として、発言しやすい雰囲

気づくりや会議運営に努めるとともに、社外取締役会を

取締役会の後に基本的には毎回開催することとしまし

た。より議論が必要な点など、皆さんの知見に基づき率直

に議論されており、経営陣に私から必要なフィードバック

を行っています。

取締役会議長メッセージ

　現状として、将来を見据えた成長戦略や事業ポート

フォリオ、キャピタルアロケーションなど重要な点につい

て経営陣と十分に議論できていると思っています。5月の

経営方針説明会で発表した一連の経営機構改革につい

ても取締役会で十分な検討および議論を行いました。

　今後については、海外在住の取締役も増え、リモート開

催もある中、社外取締役間や経営陣との対話の機会・質

のさらなる確保というテーマがあります。審議事項や会

議運営の見直しなどを通じて議論にメリハリをつけてい

くことも重要です。

　現在ほどステークホルダーが多岐にわたり、長期視点

の重要性が意識されている時代はこれまでなかったと

思っています。ソニーが、中長期的に顧客に価値を提供

し、社員とも分かち合い、持続可能な社会の実現に貢献

することにより、引き続き株主の期待にも応えるべく、議

長としても取り組んでまいります。

隅 修三
取締役会議長
指名委員会議長
東京海上日動火災保険株式会社　相談役
元　東京海上ホールディングス株式会社　取締役会長

ソニーの持続的な企業価値向上に資する健全で開かれた取締役会であるために



ソニーにとってのガバナンスとは

　ソニーの歴史は、展開する事業や地域、さらには資金

調達の方法が多様化していく中、いかに効果的にグルー

プを経営していくかを考え続け、ガバナンスを進化させて

きた歴史でもあります。その経緯から、ソニーにとっての

コーポレート・ガバナンスは、単に法律上の要請や社会の

トレンドに対応するものではなく、中長期的な企業価値

の向上を目指した経営を推進するための基盤であり、極

めて重要なものととらえています。

　ソニーのPurpose（存在意義）を実現し、企業としてサ

ステナブルな成長を果たしていくために、現在は、「経営

の客観性と透明性・健全性の確保」と「迅速な意思決定

の実現」をテーマに効果的なグループ経営の実現に継続

的に取り組んでいます。

　執行と監督を明確に分離し、取締役会の独立性と監督

機関としての機能を強化することで、経営の客観性と透

明性・健全性を確保するとともに、業務遂行に関する権

限を取締役会から経営陣に対して大幅に委譲することに

より、迅速な意思決定の実現を可能にしています。

　ステークホルダーの皆様からのさらなる信頼を得るた

めにも、優れたガバナンスの仕組みが、ますます重要に

なっています。これからも、ガバナンスのさらなる強化に

取り組んでいきます。

ガバナンスのキーは健全な緊張関係
　実効性の高いガバナンスを実現するため、ソニーでは、

取締役会と経営陣の間における健全な緊張関係を重視

しており、その観点から、監督機能を担う取締役会と、業

務執行機能を担う経営陣とを明確に分離しています。

　取締役会が、各委員会を活用しながら、主に経営の基

本方針をレビュー、承認したうえで、その進捗を確認する

とともに、人事権の行使も含め必要に応じて経営陣に是

正を促すことで監督責任を果たします。また、経営陣は、

取締役会に対して説明責任、結果責任を果たすことを旨

としています。これらが効果的に行われるよう、取締役会

においては執行側から独立した社外取締役が過半を占

め、かつ、議長も社外取締役が務める体制を確保するこ

とが重要と考えています。

ソニーのモニタリング型ガバナンスモデル 
（執行と監督の分離）

事業の多様化に合わせたガバナンスの進化

10～20年4～10年1～3年

社外取締役比率

● 取締役会： 75％
● 監査委員会： 100％

● 指名委員会： 75％
● 報酬委員会： 100％

取締役会の独立性と監督機能の強化
● 指名委員会等設置会社制度を採用（2003年以降）
● 取締役会において、12名中9名が社外取締役
● 取締役会議長および各委員会議長には社外取締役を
 選定
● 社外取締役に対する独自の独立性要件と再任回数
 制限＊

＊ 原則として再任は5回まで。それ以降は、指名委員会決議に加えて
 全取締役の同意を要件として、8回を上限に例外的に再任を認める。

権限委譲
取締役会は、経営の基本方針を決定する権限を有しつ
つ、業務執行に関しては経営陣に対して大幅に権限委譲
することで、経営のスピードを確保。

チャート

1946 創業

●国内音楽事業 参入 ●生命保険事業 参入

＊1 日本企業として初　　＊2 2015年に施行された改正会社法により、「指名委員会等設置会社」に名称変更

●海外音楽事業 参入 ●銀行事業 参入

●金融持株会社 設立
 （2007年上場）●映画事業 参入

●ゲーム事業 参入
●損害保険事業 参入

●ネットワーク事業子会社の
完全子会社化、
医療機器事業への参入

2005 取締役会の過半数を
 社外取締役に

2015
分社化の推進

1971 社外取締役選任開始
1970 ニューヨーク証券取引所上場＊1、四半期決算導入

1960 米国Sony Corporation of America設立
2003 委員会等設置会社＊1、2移行

1998 報酬、指名委員会（任意）設置
1997 執行役員制導入＊1

1961 米国預託証券（ADR）発行＊1、US-GAAPベースの連結決算導入＊1

1958 東京証券取引所上場

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
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取締役一覧 （2020年7月31日現在）

吉田 憲一郎1

松永 和夫4

畑中 好彦9

十時 裕樹2

岡 俊子6

アダム・クロージア10

隅 修三3

秋山 咲恵7

岸上 恵子11

ティム・シャーフ5

ウェンディ・ベッカー8

ジョセフ・クラフト12

56

氏名 役職／経歴 在任年数
所属委員会／アサインメント 経験・専門性（社外／非業務執行取締役）

監査委員 指名委員 報酬委員 情報セキュリティ 
担当

企業のCEO／ 
経営トップ

グローバル 
ビジネス

多様性
（性別／国籍）

エンジニアリング／ 
IT／テクノロジー 関連業界／事業 財務／経理 リスク管理／渉外

1 吉田 憲一郎 代表執行役　会長 兼 社長 CEO 6年

2 十時 裕樹 代表執行役　副社長 兼 CFO 1年 —

3 隅 修三*
（取締役会議長）

東京海上日動火災保険株式会社　相談役
元　東京海上ホールディングス株式会社　取締役会長 3年 議長 ● ● ● ● ● ●

4 松永 和夫*
（取締役会副議長）

三菱ふそうトラック・バス株式会社　代表取締役会長
元　経済産業事務次官 6年 議長 ● ● ● ●

5 ティム・シャーフ 
（非業務執行取締役）

Intertrust Technologies Corporation　チーフ・プロダクト・オフィサー
元　Sony Network Entertainment International LLC　プレジデント 7年 ● ● ● ● ●

6 岡 俊子* 株式会社岡＆カンパニー　代表取締役 2年 ● ● ● ●

7 秋山 咲恵* 株式会社サキコーポレーション　ファウンダー 1年 ● ● ● ● ●

8 ウェンディ・ベッカー* Logitech International S.A.　取締役会議長
Great Portland Estates plc　社外取締役 1年 議長 ● ● ● ● ●

9 畑中 好彦* アステラス製薬株式会社　代表取締役会長 1年 ● ● ● ● ●

10 アダム・クロージア* 元　ITV plc　CEO
元　Royal Mail Group Ltd.　CEO 新任 ● ● ● ● ●

11 岸上 恵子*
公認会計士
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン　理事
元　EY新日本有限責任監査法人　シニアパートナー

新任 ● ● ● ●

12 ジョセフ・クラフト*

Rorschach Advisory Inc.　CEO
元　Bank of America Merrill Lynch Japan　 
　　副支店長 兼 マネージングダイレクター
元　Morgan Stanley Inc.　マネージングダイレクター

新任 ● ● ● ● ●

＊ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。  



コーポレート・ガバナンス

※■青色で網掛けした部分は社外取締役または非業務執行取締役
2020年7月31日現在
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氏名 役職／経歴 在任年数
所属委員会／アサインメント 経験・専門性（社外／非業務執行取締役）

監査委員 指名委員 報酬委員 情報セキュリティ 
担当

企業のCEO／ 
経営トップ

グローバル 
ビジネス

多様性
（性別／国籍）

エンジニアリング／ 
IT／テクノロジー 関連業界／事業 財務／経理 リスク管理／渉外

1 吉田 憲一郎 代表執行役　会長 兼 社長 CEO 6年

2 十時 裕樹 代表執行役　副社長 兼 CFO 1年 —

3 隅 修三*
（取締役会議長）

東京海上日動火災保険株式会社　相談役
元　東京海上ホールディングス株式会社　取締役会長 3年 議長 ● ● ● ● ● ●

4 松永 和夫*
（取締役会副議長）

三菱ふそうトラック・バス株式会社　代表取締役会長
元　経済産業事務次官 6年 議長 ● ● ● ●

5 ティム・シャーフ 
（非業務執行取締役）

Intertrust Technologies Corporation　チーフ・プロダクト・オフィサー
元　Sony Network Entertainment International LLC　プレジデント 7年 ● ● ● ● ●

6 岡 俊子* 株式会社岡＆カンパニー　代表取締役 2年 ● ● ● ●

7 秋山 咲恵* 株式会社サキコーポレーション　ファウンダー 1年 ● ● ● ● ●

8 ウェンディ・ベッカー* Logitech International S.A.　取締役会議長
Great Portland Estates plc　社外取締役 1年 議長 ● ● ● ● ●

9 畑中 好彦* アステラス製薬株式会社　代表取締役会長 1年 ● ● ● ● ●

10 アダム・クロージア* 元　ITV plc　CEO
元　Royal Mail Group Ltd.　CEO 新任 ● ● ● ● ●

11 岸上 恵子*
公認会計士
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン　理事
元　EY新日本有限責任監査法人　シニアパートナー

新任 ● ● ● ●

12 ジョセフ・クラフト*

Rorschach Advisory Inc.　CEO
元　Bank of America Merrill Lynch Japan　 
　　副支店長 兼 マネージングダイレクター
元　Morgan Stanley Inc.　マネージングダイレクター

新任 ● ● ● ● ●

＊ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。  



 ■ 取締役会・委員会の開催日

6月 10月 1月 4月

取
締
役
会

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

取締役候補の選任方針の整理

CEOサクセッションプランレビュー

取締役候補の検討、選定

職務執行の監査（マネジメントインタビュー）

■

ストックオプションの
付与の決定

■

決算レビュー
■

決算レビュー
●

事業所往査
■

決算レビュー
■

決算レビュー

実績レビュー（主に決算）

■ ■ ■ ■

実効性評価

業績連動報酬に関する評価・支給

報酬方針等の検討・決定

■

中期経営計画レビュー
■

年度事業計画レビュー

　　　　　　  ■

報酬方針を踏まえた各要素を決定（KPIを含む）
株式報酬の付与の決定

 
■ ■

■

■■

■

■ ■

●

事業所訪問

■ ■ ■ ■

　

■

監査計画決定
■

監査意見作成
監査報酬の確認

2019年度の年間スケジュールのイメージ
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取締役会・各委員会の役割と年間スケジュール

　取締役会は、ソニーグループの経営の基本方針を決定

するとともに、業務執行の監督を行っています。その一環

として、指名・監査・報酬の各委員会メンバーの選定およ

び解職、執行役の選解任および執行役以外の上級役員

の選解任状況の監督などに関する権限を有しています。

また、社外取締役が大半を占める取締役会がその監督機

能を十分に発揮できるよう、ソニーグループの個々の事

業に対する各取締役の理解を深めることを目的として、

定期的な事業所訪問の実施や、2日間にわたる取締役

ワークショップを実施するなどの工夫をしています。

　指名委員会では、株主総会に提出する取締役候補者に

関する議案の決定と、CEOその他の役員のサクセッショ

ンプランのレビューを行っています。報酬委員会は、取締

役、執行役その他の役員の報酬方針の決定と、その報酬

方針に基づく取締役・執行役の個人別報酬の決定ならび

に執行役以外の上級役員の個人別報酬の決定状況の監

督を行っています。監査委員会は、取締役・執行役の職務

執行の監査と、会計監査人の監督を行っています。



コーポレート・ガバナンス

ガバナンスの継続的な改善

　ソニーのガバナンスは経営体制そのものであり、その

進化の歩みに終わりはありません。ソニーでは、取締役会

および各委員会の実効性評価を2015年以降毎年実施し

ています。2019年度の活動を対象とした実効性評価にお

ける外部専門家による第三者評価の結果、ソニーの取締

役会は、取締役の自己評価、日本・欧米のグローバル企業

との比較などの諸点から、高く評価されるべき構成およ

び運営がなされている旨の報告を受けました。これを踏

まえて、取締役会において、取締役会および各委員会の

実効性は十分に確保されていることを確認しました。

　ソニーは、今回の評価結果と各取締役から提示された

多様な意見や外部専門家から例示された視点も踏まえ

て、継続的に取締役会および各委員会の機能向上に取り

組みます。

2017 年度 2018 年度 2019 年度

● 取締役会構成の多様化（新任社外取締役に外国人、女性を 
それぞれ1名選任）

● 社外取締役を含む役員に対する譲渡制限付株式制度の導入
● 取締役会によるサイバーセキュリティに関するリスク管理のモ
ニタリング

● 取締役ワークショップでの中長期事業戦略に関する検討・議論
● 規模の大きな投資・M&A案件実行後の投資効果・リターンの
取締役会による継続的な評価の実施

● 取締役会構成のさらなる多様化（新任社外取締役に外国人 
1名、女性2名を選任）

● ESGに関する取締役会への定期的な報告の実施
● 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置
● 社外取締役会のさらなる活用
● CEOを含む上級役員の選解任方針、後継者計画に関する方針
に係る開示の拡充

●  取締役会構成のさらなる多様化（新任社外取締役に外国人 
2名、女性1名を選任）

● ESGに関する取締役会への定期的な報告を継続実施
● 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置
● 社外取締役会のさらなる活用
● 取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充
● 監査委員による事業所に対する往査実施

取締役会の実効性向上のための主な施策
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リスクマネジメント

　ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会

社、社内部署は、それぞれの担当領域において定期的に

リスクを検討・評価し、損失のリスクの発見・情報伝達・評

価・対応に取り組んでいます。

　執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、

ソニーグループに損失を与えうるリスクを管理するため

に必要な体制の構築・維持を行う権限と責任を持ち、リス

ク管理体制の整備・運用を推進しています。また、グルー

プリスク管理を担当する執行役は、関連部門による活動

を通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整備・強化

に取り組んでいます。

　投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリ

スクとしては、例えば、「競合他社との競争激化による優

位性および収益力の低下」「各国の法規制を遵守するた

めの新たなコストの発生」「長期性資産の減損損失の計

上」「新技術や配信プラットフォームの普及による消費行

動の変化」などがあると考えています。

報酬に関するインセンティブ性と透明性の確保
　
　ソニーでは、報酬委員会が、取締役、上級役員およびそ

の他の役員の報酬の方針と、報酬方針に基づく取締役お

よび執行役の個人別報酬の額および内容を決定し、また

執行役以外の上級役員の個人別報酬の額および内容の

決定状況を監督しています。報酬委員会は現在、社外取

締役3名で構成されています。

取締役の報酬方針

　取締役の報酬は、第三者による国内外企業経営者の報

2019年度有価証券報告書の「事業等のリスク」に詳細を記載し
ています。

ソニーについて＞投資家情報＞IR資料室>有価証券報告書等
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
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酬に関する調査に基づき、グループ経営に対する監督機

能を有効に機能させるという基本方針のもと、「定額報

酬」「株価連動報酬」「株式退職金」で構成し、短期的な業

績に連動する報酬は設定していません。

　株価連動報酬については、譲渡制限付株式を用いて、

株主との価値共有を一層促進することおよび健全かつ

透明性のある経営の仕組みの構築・維持に対するインセ

ンティブとして機能するよう、適切な制限や条件を設定し

ています。

　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

としています。なお、取締役については、譲渡制限付株式

の付与が行われた年度については、株式退職金のポイン

トを付与していません。

上級役員の報酬方針

　上級役員の報酬は、上級役員がソニーグループまたは 

各事業の業務執行の中核を担う経営層であることに鑑

み、業績の一層の向上を図るため、短期および中長期の

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

るという基本方針のもと、「定額報酬」「業績連動報酬」

「株価連動報酬」「株式退職金」で構成しています。各報

酬項目の水準ならびに構成比は、業績および株主価値へ

の連動を重視し、第三者によるベンチマーク調査に基づ

き、職責に応じて設定しています。基本的には、グループ

全体への経営責任・影響度がより大きい上級役員ほど、

企業価値と連動する株価連動報酬の比率が高くなるよう

に設定しています。（右図の「長期視点を促す役員報酬構

成」をご参照ください。）

　業績連動報酬については、中長期および支給対象年度

の経営数値目標の達成を目指すインセンティブとして有

効に機能するよう適切な仕組みや指標が設定されるも

のとしており、具体的には、支給対象年度における①ROE

（株主資本利益率）、当社株主に帰属する当期純利益お

よび営業活動によるキャッシュ・フローなどの連結または

個社の業績に関する指標のうち、担当領域に応じて設定

された指標の達成度、および②担当職務に関する個人業

績の達成度を支給額決定の基礎とし、それぞれの達成度

を踏まえ、標準支給額に対して原則0%から200%の範囲

で支給額が変動するものとしています。個人業績の評価

指標の一部には、One Sonyでの価値創出という観点か

らの事業間でのコラボレーションを加速するための取り

組みや、社会価値創出およびESG（環境・社会・ガバナン

ス）の観点からのサステナビリティに関する取り組みを含

めています。なお、業績連動報酬の標準支給額は、それぞ

れの職責に応じて、金銭報酬額（定額報酬と業績連動報

酬の合計額）全体のうち、適切な割合となるように設定さ

れています。

　株価連動報酬については、ストック・オプションや譲渡

制限付株式などの株価に連動した報酬の仕組みを用い

て、中長期的な株主価値向上を目指すインセンティブと

して有効に機能するよう、適切な制限や条件を設定する

ものとしています。また株価連動報酬はそれぞれの職責

に応じ、金銭報酬額（定額報酬と業績連動報酬の支給額

の合計額）と株価連動報酬額の合計額に対して適切な割

合となるよう設定されています。

　株式退職金についても、中長期的な企業価値向上に連

動することを目的とし、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

しています。

CEO

■定額報酬　　■業績連動報酬　　■株価連動報酬

CFO

上級役員（R&D/HQ）

上級役員（事業）

長期視点を促す役員報酬構成

※2019年度の報酬構成を記載しています。業績連動報酬については、標準支給額を用いています。
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ソニーグループの経営機構改革
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エレクトロニクス事業の
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ソニー・ミュージックグループ（グローバル）
（ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー/ATVミュージックパブリッシング）

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%35%

G&NS

音楽

映画

EP&S

I&SS

金融

コーポレート・ガバナンス
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ソニーグループの経営機構改革について

　ソニーは、各事業の進化をリードし、ポートフォリオの

多様性をさらなる強みとしていくため、ソニーグループの

経営機構の改革を実施します。

　2021年4月1日付で、現在のソニー株式会社の商号

を変更し、「ソニーグループ株式会社」（英文表記：Sony 

Group Corporation）を発足します（2020年6月26日開

催の株主総会にて決議済み）。現在のソニー株式会社は、

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

能を有していますが、これらの機能を分離・再定義し、「ソ

ニーグループ株式会社」を、グループ本社機能に特化した

会社とします。「ソニーグループ株式会社」では、長期視点

でのグループ全体の価値向上の観点から、主に以下の3

つのミッションを担います。

① 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

② 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

③ イノベーションの基盤である人材と技術への投資

　「ソニーグループ株式会社」発足に伴い、2021年4月1

日付で「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（現在の事業セグメント名

としては、エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

分野）を行う「ソニーエレクトロニクス株式会社」が継承し

ます。

　金融事業については、同事業の持株会社であるソニー

フィナンシャルホールディングス株式会社の普通株式お

よび本新株予約権による公開買付けを実施しました。金

融事業は、成長に向けた資金調達の柔軟性などの観点

から子会社上場を維持してきましたが、本事業に対する

経営力をさらに強化し、ソニー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しました。

　これらの機構改革に併せて、役員体制についても新し

いグループ経営に適した構成に変更します。現在、ソニー

グループの主要事業において重要な役割を担うソニー株

式会社役員は、2021年4月を目途にそれぞれの事業会社

の役員として位置づけ、各事業の価値創造を引き続き推

進します。 一方で、「ソニーグループ株式会社」の役員は、

グループ本社の主要機能の責任者と主要事業会社の最

高経営責任者で構成し、グループの成長と進化に最適な

経営方針を迅速に策定・実行する体制とします。本体制

を見据え、2020年6月1日付で、ソニー株式会社の役員体

制の一部変更を行いました。事業経営責任者と専門機能

責任者の職位を分類し、主要事業の最高経営責任者の

職位を「上席事業役員」としました。また、執行役につい

て、ステークホルダーに対する責任を明確にするため、職

位設定を見直しました。



統合報告書「Corporate Report 2020」

中長期の価値創造に向けた経営方針、事業戦略など、
財務情報と非財務情報を統合的に報告

• CEOメッセージ 
• ソニーの価値創造 
• 価値創造の基盤と事業 
• コーポレート・ガバナンス 

｢投資家情報」ウェブサイト

主に投資家・株主の皆様に向けた事業の概況
および 財務情報・非財務情報の開示

投資家向け説明会
• 経営方針説明会　　
• 決算・業績説明会　
• ESG説明会

財務レポート
• 有価証券報告書
• 米国SEC提出書類（英語サイト）

コーポレートガバナンス・
内部統制
• コーポレートガバナンス報告書

サステナビリティレポート2020

幅広いステークホルダーの皆様に向けた
サステナビリティ・CSRに関する活動などの
非財務情報の開示

• サステナビリティの考え方
• コーポレート・ガバナンス
• 企業倫理とコンプライアンス
• 人権の尊重
• テクノロジー
• 人材
• 責任あるサプライチェーン
• 品質・カスタマーサービス
• 環境
• コミュニティとの関わり

グループ情報
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会社概要 （2020年3月31日現在）

会社名 ソニー株式会社（Sony Corporation）

設立 1946年（昭和21年）5月7日

本社所在地 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

資本金 8,802億円

子会社数等 1,529社

 連結子会社：1,490社（変動持分事業体を含む）

 持分法適用会社：140社

 関連会社：155社

連結従業員数 111,700名

上場証券取引所 国内　東京

 海外　ニューヨーク

単元株式数 100株

決算期 3月

定時株主総会 6月

発行済株式の総数 1,261,058,781株

株主数 423,556名

所有者別の持株比率

ESGインデックスへの組み入れ状況

財務・非財務情報の開示媒体

外国人 56.7 金融機関 24.4 個人・その他
12.8

一般法人 1.3
証券会社 1.6
自己株式 3.2

（単位：％）

THE INCLUSION OF Sony Corporation IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR 
PROMOTION OF Sony Corporation BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE 
MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.



編集方針

『Corporate Report 2020（統合報告書）』は、全世界で事業を行う 
ソニーグループ（連結ベース）を対象として、業績や中長期の価値創造
に向けた経営方針、事業戦略など、財務情報と非財務情報を統合的に
ステークホルダーの皆様にご報告するものです。

報告の対象
対象範囲：ソニー株式会社および連結子会社・連結対象会社

対象期間：2019年度（2019年4月1日～2020年3月31日）

ただし、一部については2020年8月4日の2020年度第1四半期 業績

説明会で発表した情報も含んでいます。

※ なお、文中では「ソニー」はソニーグループを指し、ソニー株式会社と

区別しています。ソニーグループとは、ソニー株式会社および、ソニー

株式会社の出資比率が50%を超える連結対象会社を指します。連

結子会社については当社のウェブサイト「関連会社一覧（連結子会

社）」をご参照ください。

関連会社一覧（連結子会社）
国内
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/

Subsidiaries/

海外
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/

Subsidiaries/outside.html

ソニーグループ会社リンク集
https://www.sony.co.jp/grouplink/

参考ガイドライン
国際統合報告評議会（IIRC）「Integrated Reporting〈IR〉」

経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」

環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」

Global Reporting Initiative「GRIスタンダード」（2016年発行）

お問い合わせ
ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

電話番号：03-6748-2111（代表）
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将来に関する記述等についてのご注意
　本冊子に記載されている、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
（1 1）  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（その後に提出される四半期報告書を
含む）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
　本冊子に記載されている、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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/outside.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/outside.html
https://www.sony.co.jp/grouplink/
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