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グループ情報
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Sony’s Purpose & Values

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。
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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
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」ことをPurposeとして
掲げ、
「 人に近づく」ことを経営の方向性に定めています。これまで、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を受け継ぎながら、
「 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、革新的な製品や感動に満ちたコンテンツを生み出し
てきました。今後もPurposeのもと、長期視点の経営を維持し、多様な事業、多様な人材を強みと
しながら、未来に向けた価値創出に取り組んでまいります。

吉田 憲一郎
代表執行役 会長 兼 社長 CEO

「感動」を基点としたソニーの進化

2012年度の第一次中期より一貫しています。
この9年間
の経営を振り返ると、以下の3点が進化のポイントとなり

多様な事業、多様な人材を擁するソニーが、長期視点

ます。

かつ一丸となって価値創出を続けるためには、約11万人

1つ目は、
ブランデッドハードウェア事業の立て直し、収

のソニーグループ社員とPurposeを共有していくことが

益力強化です。赤字体質からの脱却に向けた構造改革

極めて重要になります。

を実施し、規模を追わない商品の高付加価値化に舵を

Purposeでも掲げる「感動」の提供に向けて、感動の

切りました。結果、
ブランデッドハードウェア事業は、安定

主体である「人」を軸とした経営を行っています。
そして、

的にキャッシュ・フローを創出できる事業体となり、5Gな

ソニーの経営の方向性は「人に近づく」
です。

どの通信技術を担うモバイル事業についても黒字化で

こうした「感動」
と
「人」を基点とした経営の考え方は、

きたことは、今後につながる成果だと思っています。
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2つ目は、デバイス領域におけるCMOSイメージセン

金融分野を除く連結営業キャッシュ・フローは各中期

ビス化は進展し、サブスクリプション型の事業モデルが

サーへの集中です。バッテリー事業などを譲渡し、強み

経営計画で増加を続け、第三次中期経営計画（2018年

市場の成長を牽引しています。
また、
モバイルは、いまや

を活かせるCMOSイメージセンサーに経営資源を重点

度～2020年度）の3年間累計では約2.6兆円となりまし

エンタテインメントや人がつながるソーシャルのインフ

投下することで、確たる市場ポジションを確保すること

た。第一次、第二次中期経営計画にて財務体質も強化さ

ラと言っても過言ではありません。
エンタテインメントと

ができました。現在では、
イメージングだけでなくセンシ

れ、戦略投資と設備投資にフォーカスできる財務基盤を

ソーシャルの融合も進んでおり、ゲームと映画や音楽な

ングでも世界No.1となるという長期目標を掲げていま

構築しています。

どのジャンルをシームレスにしています。

す。また、顧客需要の変動、地政学問題、ロジックチップ

経営体制面では、
グループ経営強化に向けた取り組み

ソニーでは、投資力および多様な事業間の連携体制を

の調達など、さまざまなリスクがある一方で、変化への

を続け、2021年4月には、
ソニーグループ株式会社の設

生かすことで、
こうした変化を成長機会としていきます。

対応力も着実に向上しています。

立を含む新しい経営機構が発足しました。祖業を担い、

3点目は、
「感動」
を創り、届けるうえで重要になる、
コン

ソニー株式会社の商号を継承したエレクトロニクス事業

テンツIP、Direct-to-Consumer（ DTC）への投資です。

を含め、自立した経営チームが率いる各事業が連携強

2018年のEMI Music Publishingの買収を契機に、
この

化に向けてフラットにつながる体制です。
ソニーグループ

3年間で投資を加速してきました。一方、DTC領域におけ

株式会社は、
「 人と技術を通じて事業の進化をリードし、

TM

る最も大きな成果は、
プレイステーション ネットワーク
（PSNTM）
の内部成長です。
プレイステーションⓇ4
（PS4Ⓡ）

中長期的な戦略の方向性
今後の進化・成長に向けては、Purposeで掲げる「ク

支える」をミッションとし、グループシナジーの創出、人

リエイティビティ」、
「テクノロジー」、
「 世 界（コミュニ

材と技術への投資に注力します。

ティ）」というキーワードに照らし、以下の取り組みに注

TM

を発売した2013年度からプレイステーションⓇ5（PS5 ）

力していきます。

を発売した2020年度にかけてネットワーク売上は約10
倍になり、
プレイステーションⓇプラス
（PS Plus）の有料

今後の経営の方向性と環境認識

会員数も約4,630万人＊1まで伸長しました。
＊1 2021年6月30日時点

財務面、経営体制面での成果
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「クリエイティビティ」
「感動」の源泉は、
クリエイターのクリエイティビティが

今後も、
ソニーの経営は、
「感動」を基点にクリエイター

生み出す作品です。
ソニーは事業の多様性を活かして、

とユーザーの動機を理解し、
「 人に近づく」ことを目指し

クリエイターがクリエイティビティを最大限に発揮できる

ます。経営環境としても、社会・価値観の変化などをとら

場や機会を提供するとともに、
クリエイターが創り出した

えていく必要があります。
ソニーならではの価値創出に

IPの価値を最大限に高めていきます。

鑑みると、
エンタテインメントにおける「サービス」、
「モバ

最近の好事例としては、
『 鬼滅の刃』があります。原作

こうした取り組みが、現在のソニーにおける「投資力の

イル」、
「ソーシャル」
といった側面の趨勢には特に着目し

のコミック作品をAniplexがテレビアニメ化するととも

向上」
および「グループ内連携強化」
につながっています。

ています。
ゲームや音楽、映画などの分野において、サー

に、劇場版へと展開し、日本の劇場興行収入は400億円

C E Oメッセージ

を超える史上最高額＊2となりました。主題歌についても、

るアーティストだけでなく、
インディーズレーベルのアー

α TM（Alpha TM）の進化や、Hawk-Eyeによるスポーツの

ソニーミュージックのアーティストに機会を提供しまし

ティストに対してはThe Orchard、インディペンデント

公平性・安全性の向上、
ファンエンゲージメントの拡大

た。米国では外国語映画における公開初週末の劇場興

アーティストに対しては2021年2月に買収を発表した

などに貢献します。また、映画撮影などで普及してきた

行収入で史上最高を記録するなど、
このIPの価値は世界

AWALを通じてサポートを行い、積極的にエンゲージメ

Virtual Productionにおいても、
シネマ向けのカメラや

に広がっています。今後はゲームへの展開など、
クリエイ

ントを増やしていきます。

LEDディスプレイを進化させるとともに、EPIC Gamesと

ターが生み出したIP価値の最大化に努めていきます。

＊2 2021年5月末時点

の協業を通じて、
ゲームエンジンを含め、
さまざまな技術

このほかにも、IPの価値最大化に向けた取り組みを
行っており、PlayStation Productionsと映画事業の連
携によるゲームIPの映画化・テレビ番組化や、映画事業
と音楽事業の協働プロジェクトも進展しています。
また、2021年4月に発表した、独立系音楽レーベル

開発を推進していきます。

「テクノロジー」

ユーザー側の体験テクノロジーは、音・映像などの技

ソニーは、テクノロジーにはクリエイターのクリエイティ

術を駆使した商品やサービスの展開により、ユーザー

ビティを支援するテクノロジーと、ユーザーの体験価値

に感動コンテンツを届け、楽しんでいただくものです。

を高めるテクノロジーがあると考えています。

PS5 TMは、音や映像、
コントローラーの触覚フィードバッ

Som Livreの買収を通じ、
ダイナミックな成長市場であ

クリエイター側のクリエーションテクノロジーについて

ク技術を結集し、
リアリティ、
リアルタイム、
そして没入感

るブラジルでの展開も強化していきます。これも、
クリエ

は、音と映像のテクノロジーを最大限に活用していきま

のあるゲーム体験をユーザーに届けることを目指しまし

イティブコミュニティに対する新たな機会の提供につな

す。特に、映像領域のコア技術のひとつであるCMOSイ

た。次なる体験テクノロジーのチャレンジは、次世代VR

がると思っています。

メージセンサーは、強みの積層技術を活かしてモバイル

システムです。プレイステーションⓇヴィーアールで培っ

アーティストやクリエイターとの接点拡大にも取り組

向けセンサーのさらなる機能進化に取り組むほか、
リア

た知見を活かしながら、最新のセンシング技術を盛り込

んでおり、例えば音楽事業では、当社レーベルに所属す

ルタイム可視化技術の領域では、
ミラーレス一眼カメラ

んでいく予定です。
またゲームの領域においては、2020

クリエイティビティ

Ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

テクノロジー

世界（コミュニティ）
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年に設立したSony AIとG&NS事業の協業のもと、ユー

アニメやゲームのサービスに加えて、感動を届ける「世

ザーのゲーム体験をより豊かにすることを目指すGame

界」を拡げるうえで欠かせないのがモバイルとソーシャ

モビリティにおける探索領域としては、安心・安全、快

AI Agentの開発を進めています。

ルです。
モバイルでは、
『 Fate/Grand Order』に代表さ

適さ、
エンタテインメントを追求する「VISION-S」があり

れるように、既にアニメに関連するIPのモバイルゲーム

ます。これまでのプロトタイプ製作、公道走行テスト、高

展開を行っていますが、今後はプレイステーションⓇの

速走行下での5G通信実証実験などで得られた知見を踏

ソニーにとって、
「 世界」は世界中の人々、
クリエイター

自社IPのモバイル展開にも注力していきます。
ソーシャ

まえ、
「 VISION-S」の開発を引き続き進めていきます。一

とユーザーがつながるコミュニティを指しています。感

ルにおいては、
コンテンツのつくられ方、広がり方が変わ

方、モビリティでの重点領域となるのが車載センシング

動体験や関心を共有する「コミュニティ・オブ・インタレス

るとともに、
クリエイターがユーザーと直接つながるよう

です。
フロントセンシングをはじめとする車外センシング

ト」を増やし、拡げていくことは、Purposeにも直結して

にもなってきています。
プレイステーションⓇでは、IPへ

に加えて、車内センシング、
そしてレーザーで高精度の測

います。

の投資や、
ソニーグループ内の連携、
ソーシャルやモバイ

距を行う車載LiDAR向けSPAD距離センサーなどの研究

ルへの出資を通じて、
コミュニティを継続的に拡大して

開発で成果があがっており、今後、事業の拡大に取り組

いきます。

んでいきます。

「世界
（コミュニティ）
」

自社での取り組みとして、
アニメとゲームのDTCサー
ビスがあります。アニメの領域においては、世界中のア

の進化です。

ニメファンに日本のアニメ作品を届けるDTCサービスで

「世界を感動で満たす」ことは当社だけでできること

そして、このセンシング技術は、社会の生産性向上に

あるFunimationのサービス強化に加え、2021年8月に

ではありません。感動をより多くの人に届けるために、今

つながるIoTの進化にも貢献します。2030年には1,250

買収が完了したCrunchyrollを通じてコンテンツパート

後も外部パートナーとの協業を大切にしていきます。他

億台のデバイスが 普及すると想定されるIoTですが 、

ナーが利用できる配信網を拡大し、
より多くのアニメファ

方で、我々ができる領域は自分自身でも直接感動を届

データ量の爆発、それを処理するための消費電力の大

ンに広くサービスを提供できるようになります。アニメ

けていきたいと思っています。現在、
ソニーはDTCやソー

幅な増加といった課題があります。こうした課題に対し

以外では、家族や信仰をテーマにしたPure FlixやSony

シャルコミュニティを通じ、世界で約1億6千万人の人々

ソニーでは、
エッジ側のイメージセンサーにAIを搭載し、

LIVなどの地域文化に根ざしたインドの映像DTCサービ

と直接つながっています。外部パートナーとの協業とあ

イメージセンサー内でデータ処理を高速で行うことに

スを強化していきます。
ゲームにおいては、
グループ最大

わせて、
コミュニティの拡大や新規創出により、
この直接

のDTCサービスであり、最大のコミュニティであるPSN

TM

のユーザーエンゲージメントの向上と、
コミュニティの拡

感動を届けていく領域を10億人に拡大していくことで、
世界に感動を広げていきたいと考えています。

大を目指します。
また、
クラウドストリーミングゲームサー
ビスであるプレイステーションTMナウ（PS Now）の進化
や、
ソフトウェアの強化に向けた自社スタジオへの投資、
外部スタジオへの出資や協業などにも取り組みます。
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モビリティとセンシングの進化
こうした事業の施策に加え、社会と地球への貢献とい
う観点で、特に重要になるのがモビリティとセンシング

VISION-S Prototype

C E Oメッセージ

より、情報量と消費電力量の大幅削減に加え、セキュリ

ます。
また、
コロナ禍において、
グループの活動をドライブ

ティ・プライバシーに配慮しています。現在、世界初とな

してくれている社員の健康、安全を支えることはマネジ

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

メントチームにとって重要な取り組みの一つです。

サーを商品化しており、
リテールなどでの実証実験が進
んでいます。

Purposeに支えられた企業文化
人、社会、地球に対する責任と貢献

ソニーが企業として持続的に価値を創造していくた
めには、戦略立案よりも実行力が重要であり、
その実行

このようにソニーは今後も、
「 世界を感動で満たす」
と

力を担保するのは、Purposeに支えられた企業文化で

いうPurposeのもと、多様な事業ポートフォリオを通じ

す。CEOとしての私の3年間を振り返ると、Purposeを

た長期視点での価値創出への挑戦を続けます。
そして、

定義し、
これを企業文化として定着させてきたことが、最

人々が感動でつながるためには、人、社会、地球が健全

も重要な成果だととらえています。特にコロナ禍におい

であることが前提となります。私は、人や地域社会だけで

て、
ソニーの11万人の社員は感動を世界に届けることの

なく、我々が暮らす地球も、
ソニーにとって大事なステー

社会的意義をあらためて実感しています。社員に対する

クホルダーのひとつととらえています。気候変動を含む

Purposeの浸透度調査においても、8割以上の社員が

地球環境の課題や人権などの社会課題に対して事業横

ポジティブな評価をしており、
その結果として2020年度

断で取り組むことで企業としての「責任」を果たすととも

の社員意識調査によるエンゲージメント指標は全事業

に、前述のモビリティやセンシングなどの事業や技術を通

で上昇しています。

じて付加価値をもたらすことで人、社会、地球へ「貢献」

私はソニーという会社が、社員⼀⼈ひとりの⼈⽣にお

していきます。
また、2020年には新型コロナウイルス感

いて情熱を注ぐべき対象になれるかどうかが、⾮常に重

染症や社会正義に関し、
それぞれ１億USドルの基金を

要だと思っています。Purposeに共感できてこそ、多様

設立し、社会的な課題の影響を受けているコミュニティ

な人材が情熱を持って仕事に取り組むことができ、社会

を支援してきました。
これらの支援においては、
ソニーの

への価値創出につながるはずです。

テクノロジーや人材の力が活用されており、多くの活動
が社員自身のアイデアや強い想いによって進められてい

引き続き、
ソニーはPurposeのもと、
「世界を感動で満
たす」
ための価値創出を続けます。
ご期待ください。
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ソニーグループの価値創造を表すキーワード

From the
Dream of
Sony’s
Founders

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。日本初のテープレコーダーを皮切
りに、大衆製品の開発・販売に進出し始めました。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

盛田昭夫（左） 井深大（右）

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。

Diversity

連結売上高および営業収入／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

多様性

音楽

ポートフォリオと人材を有する会社へと進化してきまし

金融

保険
映画

およそ75年にわたる歴史の中で、ソニーは多様な事業

「設立趣意書」

8

8

ゲーム

た。挑戦を続けるとともに自立を図ってきた各事業が、今

９

後も成長し続けるだけでなく、個々の事業やそこに携わ

6

エレクトロニクス

2000年度

73,148
億円

69

映画

8

音楽

7

ゲーム

ホームエンタテインメント&
サウンド

11

2010年度

71,776
億円

12

16 デバイス

る多様な人材が連携することで、新たな価値の創出に取

金融

19

24

イメージング・
13 プロダクツ＆
ソリューション

り組んでいきます。

1950年 【EP&S】
1954年 【 I & S S 】
1968年 【 音 楽 】
1979年 【 金 融 】
1988年 【 音 楽 】
1989年 【 映 画 】

10

日本初のテープレコーダー発売
日本初のトランジスタの試作に成功
国内音楽事業開始（CBS・ソニーレコード設立）
金融事業開始（ソニー・プルデンシャル生命保険設立）
グローバル音楽事業展開（CBSレコーズ買収）
映画事業開始（コロンビア・ピクチャーズ買収）

1993年 【G&NS】
2000年 【 I & S S 】
2006年 【EP&S】
2006年 【G&NS】
2020年 【 金 融 】

89,994
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コミュニケーション

サービス

2020年度

イメージング＆
センシング・
ソリューション

9 モバイル・プロダクツ&

ゲーム&

30 ネットワーク

億円

21

エレクトロニクス・
プロダクツ&
ソリューション

11
8

映画

ゲーム事業開始（ソニー・コンピュータエンタテインメント設立）
CMOSイメージセンサーを商品化
デジタル一眼レフカメラ関連事業開始
PSN TM開始
金融事業完全子会社化

音楽

Content IP/DTC
コンテンツIP/DTC
「クリエイターに近づくコンテンツIP」
と
「ユーザーに近づくDTC（Direct-to-Consumer）」は、
感動を創り、届けるという点で、当社のPurposeと密接につながるものです。
クリエイターが創
り出したコンテンツIPの価値最大化に向けた取り組みを行うとともに、DTC領域では自社サー
ビスの強化だけでなく外部パートナーとの協業も、引き続き重視していきます。今後も、戦略
投資における最重要領域ととらえ、充実・強化を図っていきます。

地球の中のソニー
CEOの吉田による社内ブログの初投稿タイトルは「地球の中のソニー」でした。
Purposeで掲げる「世界を感動で満たす」ためには、人、社会、地球が健全であるこ

Community
of Interest

とが前提となります。
ソニーは、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、
そして地球というステークホルダーへの責任を果たし、貢献を
志向していきます。

Sony and
the Planet Earth

コミュニティ・オブ・インタレスト
ソニーが創り出すコンテンツやプロダクトに魅力を感じた人々が「感動」でつながった状態を
「コミュニティ・オブ・インタレスト」と呼んでいます。PSN TM 、FunimationなどのDTCサービ
スや、
アニメとゲームの連携などを通じて、
さまざまなエンタテインメントを軸にクリエイターと
ユーザーがつながるコミュニティを形成することに加え、αなどのハードウェアを軸に形成さ
れるコミュニティもあります。
また、aibo™のように、商品そのものがある種のコンテンツとし
て、
コミュニティを生み出す力を持ったものもあります。多様なユーザーとクリエイターの動機
に根ざしたコミュニティ・オブ・インタレストを増やし、広げていくことが、
ソニーのPurposeで
ある「世界を感動で満たす」
ことにつながっていくと考えています。

11

価値創造モデル

Sony’s Purpose

Identity

Corporate Direction

社員が長期視点での価値創出に向けて

ソニーグループのアイデンティティ:

どこに向かうのかを示す

同じベクトルで進むための存在意義 :

Who we are

経営の方向性：

Why we exist

12

Where we are headed

「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感

対するソニーのアイデンティティは「テクノロジーに裏打

動で満たす」
というPurposeは、
ソニーが何のために存

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」

在するのかを定義したもので、11万人のソニーグループ

です。Purposeとアイデンティティは表裏の関係にあり

重要なテクノロジーと、多様な人材です。
どちらもソニー

社員が長期視点での価値創造に向けて同じベクトルで

ます。
そして、
ソニーがどこに向かうのかを示す経営の方

が 展開する事業と不可分であり、多様な人材がクリエ

進むために定められています。Purposeに基づき、外に

向性は、
クリエイターとユーザーという
「人に近づく」
こと

イティビティを最大限に発揮することで、世界に感動を

です。
価値創造の基盤となるのは、感動を生み出すために

価値創造の基盤

人を軸とした3つの事業ドメイン

創出価値

価値創造を果たすための

経営の方向性でもある
「人」
を軸に

多様な事業を通じて

マテリアリティ

存在する６つの事業セグメントを

人・社会・地球へ創出する社会価値

表す事業ドメイン

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

届けたいと考えています。これらの基盤に支えられたソ

人々が暮らす「社会」と「地球」という観点から、感動体

る社会、
そして地球が健全であることが前提との考えの

ニーの多岐にわたる事業は、
「 人」を軸に、人の心を動

験で人の心を豊かにする、
クリエイターの夢の実現を支

もと、地球を大事なステークホルダーのひとつとしてと

かす、人と人を繋ぐ、人を支える、
という３つの事業ドメ

える、世の中に安全・健康・安心を提供する、
と大別され

らえ、持続可能な社会の実現への貢献を見据えた事業

インに分類されます。
そして事業を通じてソニーが創出

ます。

活動を行っていきます。

する価値は、ユーザーとクリエイターという
「人」、
そして

また、
「 世界を感動で満たす」ためには、人々が存在す

13

創出価値

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。

1

感動体験で人の心を豊かにする

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
でつながるための「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

2

クリエイターの夢の実現を支える

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
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

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。

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。

3

世の中に安全・健康・安心を提供する

「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。

14

『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.
©2021 Sony Pictures Entertainment Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & TM 2021 MARVEL.
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特集：新グループ経営機構のもとでの価値創出

クリエイターやユーザーの動機に

Purposeのもと、社員一人ひとり

近づく研 究 開 発 を続 けるととも

の多様な個性が 最大限に活かさ

に、
エンジニア同士をつなぎ、
エン

れる文化を育み、各事業の人材戦

ジニアの成長を支援する。

略を支える。

テクノロジー

撮影協力：プロダブルダッチチーム J-TRAP.

人材

新たなグループ経営機構

事業の進化を
リードし、支える

グループの各事業を支援すると同時
に、ビジネスモデルの変革やグルー
プ間のシナジー創出をさらに加速す
ることで、多様な事業ポートフォリオ
を強みに価値創出を果たす。

16

グループ経営機構改革の実施
創業から75年目に当たる2021年4月、
ソニーは新たな

重要なマテリアリティ項目でもあります。
ソニーでは、
「人」

度に完全子会社としました。
今後は、新たなグループ経営機構のもと、多様な事業

を軸とした経営を進めており、人材の成長がソニーの成

ポートフォリオをさらなる強みとすべく、各事業が連携、

長を実現し、さらにその先に社会の成長があると考えて

グループ経営機構に移行しました。
グループ本社機能を

進化していくことで、
グループ全体の価値向上を果たし

います。Purposeのもと、多様な個性が最大限に活かされ

担う
「ソニーグループ株式会社（SGC）」のもと、完全子会

ていきます。

る文化を育むべく、SGCは各事業の人材戦略を支えてい

社化した金融事業を含む6つの事業がフラットにつなが

きます。
また、テクノロジーは感動と不可分です。テクノロ

り、
グループ全体の成長・発展を目指す体制です。

ジーの力によってそれぞれの事業は進化し、
また、
テクノロ

ソニーの歴史を紐解くと、
エレクトロニクスを祖業とし

事業の進化をリードし、支える

ジーを通じて、事業がつながり、新しい価値を創出するこ

ながら、1968年にCBS・ソニーレコードの設立を通じてエ

ともできます。SGCはテクノロジーを磨き、
エンジニアの成

ンタテインメント事業に参入し、1979年には金融事業に

SGCは、
「 人と技術を通じて事業の進化をリードし、支

長を促す仕組みづくりや取り組みに注力します。

進出するなど、過去から事業の多様性を追求してきまし

える」
ことをミッションとしています。
グループ全体の長期

た。過去にはこの多様な事業ポートフォリオが、結果的

視点での価値向上を果たすため、①事業ポートフォリオ

り、この点において一般的な持株会社とは異なります。

に事業環境のリスクを分散する効果を発揮していました

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

今後の重要テーマであるグループ連携強化についても、

が、現在では、6つの事業セグメントがそれぞれビジネス

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

その枠組みを整え、シナジーを生み出しやすい土壌を

モデルの変革や構造改革に取り組み、強い事業に成長

イノベーションの基盤である人材と技術への投資、
とい

つくっていくことを重視しています。
ソニーにおいては、

してきました。事業間シナジーについても、
かつてはシナ

う3つが重点テーマです。

Purposeや経営の方向性を深く共有しながら、各事業

ジーの創出自体が目的化されていた時期もありました

SGCの活動は、
そのミッションで掲げている
「人（人材）」

SGCの役割は事業の進化をリード、支援することであ

に責任と権限を委譲し、
それぞれの戦略推進を尊重して

が、現在では事業の進化や新たな価値創出に向けた手段

と
「技術（テクノロジー）」
が重要なキーワードであり、
また

いくことが、グループマネジメントの要旨だと考えてい

として定着し、真の相乗効果を生み出す体制が整ってい

この2つはソニーグループ全体の価値創造を支える最も

ます。

ます。3次元映像技術が映画製作や映像コンテンツ制作
に活用されたり、
『スパイダーマン』や『アンチャーテッド』、

ソニーグループの経営機構

『鬼滅の刃』などのコンテンツIPが複数の分野で展開さ
れていることが、
その好例です。

ゲーム＆ネットワークサービス
音楽

こうした戦略推進と並行し、
グループ内の資本構成も
変革を続けてきました。2014年のテレビ事業の分社化を
契機に自律した事業体への進化を進めたブランデッド
ハードウェア事業では、新生ソニー株式会社の設立に至
りました。音楽事業ではSony/ATV Music Publishing
やEMI Music Publishingの完全子会社化によって、現
在の資本構造に整理されました。金融事業についても、
こ
こ数年で複数回にわたり持分比率を引き上げ、2020年

映画
ソニーグループ株式会社
2021年4月時点

ソニー・インタラクティブエンタテインメント
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・ミュージックパブリッシング）

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

エレクトロニクス・
プロダクツ＆ソリューション

ソニー株式会社

イメージング＆センシング・
ソリューション

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

金融

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社＊

＊2021年10月1日付で
「ソニーフィナンシャルグループ株式会社」
に商号変更予定
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テクノロジーに対する考え方とR&Dの役割

こうした取り組みにより、
ソニーグループのある特定の
事業で磨いた技術が、他事業でも活用される事例が生ま

ソニーでは、Purposeと
「人に近づく」
という経営の方

れてきています。例えば、音源分離技術は音楽事業でそ

向性のもと、感動を生み出すクリエイターやその受け手で

の技術を磨き、
その後、映画やエレクトロニクスの事業で

あるユーザーに近づき、
その動機を深く理解することで

も活用されています。またAI技術を活用し、自動車の運

研究開発を推し進めています。
そして、2021年度より発足

転特性データから事故リスクを推定し、
その結果を保険

したソニーグループ株式会社のミッションは、
「 人と技術

料に反映する自動車保険を実現するなど、金融事業でも

を通じて事業の進化をリードし、支える」
です。私はCTOと

成果があがっています。

して、
グループ全体が「技術でつながる」
ことをリードし、
個々の事業がより強くなることを支えていきたいと考え

各事業が強く成長した今、
グループ全体で技術を循環
し磨いていくことで各事業のさらなる進化を支えていく

ています。
そのためには、
エンジニアがさまざまな垣根を

一方で、新たな価値創出に向けた取り組みを進めていき

越え、協働していくことが重要となります。

ます。

2018年にR&D担当に就任して以来、
グループ全体で
の技術の活用やエンジニアの連携に注力してきました。
研究開発の中核を担うR&Dセンターでは、複数のマネジ

今後のR&D戦略と重点施策

メント階層からなる体制を、
グローバルでフラットにしま
した。
また、
エレクトロニクス・半導体にとどまらず各事業

で３つの機能・役割に整理しています
（下図参照）。R&D

会社との連携を促進しています。

CTOメッセージ

ソニーグループのR&D活動は成果創出までの時間軸

R&D体制（時間軸）

〜３年

5〜10年

10年〜

各事業会社
ビジネスに直結する
技術開発

コーポレートR&D（SGC）
基盤技術の開発

ソニーコンピュータ
サイエンス研究所
新技術・新事業の創出

勝本 徹
執行役 副社長 兼 CTO
R&D担当
コーポレートR&Dの活動
• 短期軸：事業の現場と連携した技術導入
• 中期軸：事業会社の5年後の事業を想定した技術開発
• 長期軸：将来を見据えた技術シーズの探索
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特 集：新グル ープ 経 営 機 構 のもとで の 価 値 創 出

センターを中心とするコーポレートR&Dでは、将来のグ

のほか、学会など社外の場でも活躍しています。今後の

ループ全体の事業ポートフォリオを想定しながら、一定

Corporate DEの任命にあたっては、事業分野や国籍な

の財務規律のもとで資源を投下しています。具体的には、

どの多様性をさらに高めていく予定です。
もう1つは、
「技

R&Dセンターは、
テクノロジーとエンジニアのハブと

術戦略コミッティ」
です。技術領域別に事業の垣根を越え

して、多様な事業の連携を促進し、世界中の人々に感

「人に近づく」
という経営の方向性のもと、多様な事業で
活用が期待できる技術を優先し、
「リアリティ／Reality」
「リアルタイム／Real-time」
「リモート／Remote」の3R

た10のコミッティがあり、
それぞれ重要な技術情報をグ
ループ内へ幅広く発信しています。
また、後進の育成にも

テクノロジーをはじめ、AIやセンシング、
セキュリティなど

注力しています。育成といっても一方的に教えるのでは

の技術テーマにも引き続き注力していきます。
ここ数年、

なく、若手の成長を促し、目指す姿への道のりをサポート

コーポレートR&Dの研究開発費は年間450億円程度で

するという、
ソニーらしい取り組みだと考えています。

多様性を重視するソニーのR&D

動を届けることを目指しています。
フラットで協働しやすい職場環境をつくり、一人ひ
とりの可能性を最大限に引き出すことで、新たなアイ
デアの早期実現や、市場・競争環境の変化への迅速な
対応につなげています。
また、
グローバル組織として、
多様性を持ったチームや視点、文化を活かし、互いに

推移していますが、現在はこの水準を維持しながら、グ

テクノロジーによってソニーが持続的に成長・発展して

ループ全体で技術を徹底的に活用していくフェーズだと

いくためには、
こうした取り組みや仕組みを網の目のよう

考えています。

に張り巡らし、
エンジニア同士をつなぎ、
エンジニアの成

DE制度にも表れています。私もDEの一人として、
さま

そのために、経営の方向性の要である「人」を軸とし

長を支援することが肝要だと考えています。
また、外部環

ざまな事業やR&D組織の優秀な仲間たちと仕事がで

た2つの取り組みに注力しています。１つは「Corporate

境の変化を取り込み、社外連携を推進することも重要で

きる機会を楽しんでいます。異なる分野の専門的な経

Distinguished Engineer（DE）制度」
です。Corporate

す。私自身、積極的な外部との対話に努めるとともに、
そ

験や技能があるからこそ、多様なアイデアや視点を取

DEは、
ソニーの技術の顔ともいえるトップエンジニアの

こで得られた見解や情報を社内で共有し、
エンジニアの

り入れた包括的な技術戦略の策定が可能になります。

集団です。現在44名が選任されており、
それぞれの専門

成長を支えています。

また、
「ソニーの技術の顔」
として、自身の持つ知見を

領域を活かし、技術戦略の策定・推進や経営層への提言

Corporate Distinguished Engineer
ソニーは、変化の兆しをとらえ、
ソニーの持続的な成長のために、
技術戦略の策定および推進と人材の成長支援を行う技術者を
「Corporate Distinguished Engineer」
として認定しています。

Technology
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/

学び合い、刺激し合える場を醸成しています。
こうした多様性を重視する考え方は、Corporate

社内外に共有することで、科学者および研究者、
エン
ジニアの育成も加速していきます。

技術戦略コミッティ
G&NS

音楽

映画

EP&S

I&SS

金融

メカ戦略コミッティ
光学戦略コミッティ
ソフトウェア戦略コミッティ
LSI戦略コミッティ
情報処理戦略コミッティ
デバイス・材料戦略コミッティ
電気戦略コミッティ
生産技術戦略コミッティ
設計プロセス戦略コミッティ
コンテンツ技術戦略コミッティ

マグダレナ・ワソウスカ
R&Dセンター
デピュティ・シニア・ゼネラルマネジャー
Distinguished Engineer
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人材理念の再定義
–Special You, Diverse Sony–

い。
そしてソニーで働くと決めた以上は、
お互いに責任が
ある。人生の最後に、
ソニーで過ごして悔いは無かったと
思って欲しい」
という言葉にも象徴されています。会社が

ソニーグループ株式会社（SGC）が発足し、新たなグ

社員にさまざまな成長の場を提示し続け、社員が多様な

ループ経営機構がスタートしました。
これにともない、多

選択肢の中から自らの意志でキャリアを選び取るという

様な人材の生み出す価値を最大化し、
グループのさらな

対等な関係を前提に、覚悟と緊張感を持って真剣に向き

る進化を実現するため、11万人の社員を束ねるPurpose

合ってきたからこそ、多様な“個”の成長がソニーの成長に

と同様、人材理念についても再定義しました。それが

つながるという相互作用が生まれていると感じます。

“Special You, Diverse Sony”です。
この言葉には、異な
る個性を持つ一人ひとりと、多様な“個”を受け入れるソ
ニーとがPurposeを中心にともに成長する、
というメッ

人事戦略 –個を求む・個を伸ばす・個を活かす–

セージが込められています。
ソニーは創業以来、“個”の自主性と挑戦を尊重し、会

SGCでは、各事業の進化を支援し、
グループ全体の持

社と社員が「都度、
お互いに選び合い、応え合う」企業文

続的な成長を実現する共通テーマに注力します。多様

化を大切にしてきました。これは、創業者の井深大が起

な事業を有するソニーでは、事業ごとに価値創出に必要

草した「設立趣意書」
に記した「一切の秩序を実力本位、

な人材やマネジメント方法が異なるため、人材理念を共

人格主義の上に置き個人の技能を最大限に発揮せしむ」

有しつつ、各事業で最適な人事戦略を立案・実行するこ

や、
もう一人の創業者である盛田昭夫が入社式で贈り続

とが適切と考えています。
グループ共通の人事戦略のフ

けた「ソニーに入ったことを後悔したら、すぐに辞めなさ

レームワークについては、次のとおり整理しました。

人事担当役員メッセージ

人材理念

安部 和志

自らの意志で、

執行役 専務
人事、総務担当

自由闊達な未来を

独自のキャリアを築き、
切り拓く。

Sony’s People Philosophy

Special
You

人材 https://www.sony.com/ja/SonyInfo/Employee/
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Diverse
Sony

多様な個を受け入れる
器であり、人と人とが
影響し合い、新たな価値を
創出するための場がある。

特 集：新グル ープ 経 営 機 構 のもとで の 価 値 創 出

個を求む：グループ横断での採用活動を強化するこ

てエンゲージメントに反映されるとの考えのもと、社員へ

とにより、個々の事業での活動よりも幅広い人材にアプ

の意識調査によりエンゲージメント指標を測定しており、

ローチすることが可能となり、Purposeに共感する、挑

近年はどの事業も高水準かつ上昇傾向にあります。
また、

戦心と成長意欲に満ちた多様な人材の獲得につながっ

エンゲージメント評価結果は各事業責任者を含むSGC

ています。
また世界トップレベルのテクノロジー人材の獲

役員の評価指標の一部として反映されています。

得に向け、世界各地の拠点と戦略的な採用活動に取り

グループおよび各事業の経営の中核を担う上級役員

組むとともに、高い専門性と市場価値に応じて柔軟に処

の評価・報酬制度の設計もSGCの重要な役割です。担当

遇する仕組みを導入し、採用競争力の向上に取り組んで

領域の短期および中長期の業績向上や、株主価値向上に

います。

対するインセンティブとして有効に機能させることを基

個を伸ばす：社員が自発的に学び刺激し合う機会・場

本方針としています。2020年度からは、上級役員の業績

の提供や、事業の枠を超えた多様なキャリアに挑戦でき

連動報酬の一部に、事業間のコラボレーションによる価

る仕組みを強化しています。次世代経営人材の創出に向

値創出やサステナビリティに関する取り組みについての

けては、経営キーポジションの特定とタレントプールの構

評価指標を導入しました。

築を継続的に行い、各タレントの経験・バックグラウンド

多様性からの価値創造
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、
ソ
ニーグループの多様性を象徴する組織です。人材に
関してはもちろんのこと、
ゲームコンテンツを企画・制
作するゲームスタジオ、
コンテンツを楽しむための優
れたハードウェア設計、
そしてそれらをつなぎ世界中
に届けるソフトウェア・ネットワークサービスなどの技
術・機能面に加え、日米欧を拠点にグローバルに展開
される組織体制といった地理的な多様性をも有して
います。
これらを結集し、才能あふれる世界各地の社
員がさまざまな領域において創造性を発揮すること
で、
コロナ禍の中、PS5TMの発売を成功させ、発売初年
度としては過去最高の販売台数を達成しました。私た

各事業とソニーグループの成長を実現するのは、多様

ちは、多様な社員一人ひとりの個性や意見を尊重し

を踏まえ個に寄り添った成長の機会を提供しています。

な社員一人ひとりの成長です。個性あふれる社員がクリ

成長を促すことで、
グローバルチームとしての力を最

グローバルに基幹人材の成長を支援する「ソニーユニ

エイティビティを発揮して活き活きと働き、価値を生み出

大限発揮させることを目指しています。今後も、
ソニー

バーシティ」では、各事業と連携しタレントの発掘やプロ

すことができるよう支援していくことで、人材の多様性

のPurposeのもと、多様な社員が刺激し合い成長する

を強みに、
グループの持続的な価値創出につなげていき

「最高の職場」であり
「最高の遊び場」を構築していき

グラムの充実化を図り、
さらなる発展に尽力しています。
個を活かす：あらゆる人事施策の効果は、最終的に全

ます。

Purpose & Values（P&V）浸透度・共感度調査結果

エンゲージメント指標の推移

経営チームからの継続的なメッセージの発信や社員の評価制
度への反映など、浸透・定着に向けたさまざまな取り組みの結
果、2020年度の調査では各設問において好意的な回答が前年
度より大幅に増加しました。

2020年度は会社への信頼の向上等が影響し、過去最高水準と
なりました。即日開示される調査結果をもとに、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。

100%
75%

8%
39%

90%

14%
30%

39%

88%
86%

56%

ます。

86%

85%

85%
50%
25%
0%

92%
61%

86%

80%

44%

2019

2020

P&Vを知っている

■ そう思う

2019

オリート・ジブ

70%

61%

2020

P&Vに共感している

2019

2020（年度）

P&Vは日々の業務において
指針になっている

■ どちらでもない、そう思わない

＊2019年度と2020年度で調査方法を変更しています

0%

2017

2018

2019

2020

（年度）

ソニー・インタラクティブエンタテインメント
シニアバイスプレジデント
グローバル HR統括

＊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
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各事業における変化（事業トップへの1問1答）
Q1. どのようなシナジー創出を目指すか？

Q2. テクノロジーの力をどのように生かすか?

G&NS

シナジー
テクノロジー
人材
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Q3. 人材の力を事業の成長につなげるには？
音楽

ジム・ライアン

ロブ・ストリンガー

ジョン・プラット

村松 俊亮

ゲーム＆ネットワークサービス事業担当
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
社長 兼 CEO

音楽事業担当（グローバル）
ソニー・ミュージックグループ チェアマン
ソニー・ミュージックエンタテインメント CEO

音楽出版事業担当（グローバル）
ソニー・ミュージックパブリッシング
会長 兼 CEO

音楽事業担当（国内）
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
代表取締役社長 CEO

A1. 音楽事業のアーティストとの協働や映

A1. 優先事項は、
アーティストやソングライ

A1. SMEとのシナジーが中期計画の中心に

A1. 日本発のIPを海外に展開していくうえ

画事業でのIP展開、
テレビ・映画コンテンツと

ターに映画、テレビ、ゲーム、ポッドキャスト

ある。新たなタレントの獲得をはじめ、広告・

でのマーケティング活動や、映像配信分野で

の連携・サービス強化などを進め、
コミュニ

などの幅広い機会を提供すること。
ソニーグ

映画・テレビ・ゲーム業界へのライセンス契

のファンエンゲージメントの強化などを中心

ティに新しい体験をもたらす。

ループの事業の多様性で差異化を図る。

約などについて引き続き協働を進める。

に新たなシナジー創出を目指す。

A2. 常にイノベーションを追求し、堅牢な

A2. あらゆる機能、意志決定にデータは不

A2. ソングライターへの最高のサービスの

A2. 創出したコンテンツIPを圧倒的な感動

ネットワーク、SSDや触覚フィードバックなど

可欠。業界屈指のアーティスト向けポータル

ため、
データ分析・活用を拡大し続けている。

体験としてユーザーに届ける手法や、
ファン

の最新技術、次世代VRシステムを通して、
よ

にて収益の透明性を提供するとともに、デー

SCOREアプリや海外ロイヤリティのリアルタ

エンゲージメントをさらに発展させていく手

り一層没入感のあるゲーム体験を提供する。

タサイエンスや解析の投資を一層強化する。

イム処理など、新管理ツールに投資している。

段として活用していく。

A3. 私たちの業界は情熱が欠かせない。イ

A3. 多様性、公平、
インクルージョン、社会奉

A3. クリエイティブカンパニーとして多様な

A3. 好きなエンタメを仕事にできる喜びを

ノベーションを推進し、ユーザーとつながり、

仕といったコアバリューを戦略・事業の根幹

チームが持続的成長には不可欠であり、社員

感じてもらいながら、新しいことにチャレン

一人ひとりが働きやすい職場づくりを構築す

としながら、人々に力を与える芸術表現のア

がサポートされていると感じ、学び、成長す

ジするアイデアを提案する機会をつくり、失

べく、多様な才能を育んでいく。

ンバサダーとして文化形成に貢献する。

る機会にあふれる文化を育んでいく。

敗を恐れないカルチャーを大事にすること。

特 集：新グル ープ 経 営 機 構 のもとで の 価 値 創 出

映画

EP&S

I&SS

金融

槙 公雄

清水 照士

岡 昌志

映画事業担当
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
会長 兼 CEO

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション
事業担当
ソニー株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

イメージング&センシング・ソリューション事業担当
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

A1. ソニーグループのメディアエコシステム

A1. 世界中のクリエイターとユーザーを、期

A1. R&D面の人材交流、
モビリティのエンタ

A1. ソニーフィナンシャルグループの強みで

全体での協働は、重要な競争優位性。一例と

待と想像を超える商品やサービスでつなげ、

テインメント空間への進化を支える安心・安

ある
「人に寄り添う力」
とソニーグループの強

して、
プレイステーションⓇとの協働で有力

エンタテインメントの未来の共創を目指す。

全の追求、
グループ内連携によるエッジAIの

みである「テクノロジーの力」を掛け合わせ、

新規事業創出を目指す。

新たな価値創造を図る。

なゲームIPの映画化が順調に進捗している。
A2. テクノロジーの追求と新たなチャレンジ

A2. 最高度のCMOSイメージセンサー技術

A2. 既存業務の効率化は勿論、
お客様のペ

ゆる制作フェーズでソニーのテクノロジーを

によって、
「感動」
と
「安心」
を提供し続け、
クリ

を通じ、
「 人と人を繋ぐ事業」
として、世界中

インポイント解消・体験価値向上を図る。将

エイターの表現力や可能性を広げることで、

のユーザーがクリエイターとなり、ユーザーと

来的にはデータ利活用をドライバーとしたビ

実したフィードバックを提供。

ソニーグループの進化に貢献する。

つながることに貢献していく。

ジネスモデルの進化を目指す。

A3. 環境変化に対応しながら戦略と社員

A3. 多様な価値観から生まれる異見を尊重

A3. 社員がモチベーション高く、自由にチャ

A3. トップマネジメントが 率先してビジョ

のスキルを適応させ、社員の多様な視点、才

し、新たな価値創造にチャレンジすること。
そ

レンジできる環境。
「 オープンネス」や「一体

ン・バリューの浸透を図り、社員一人ひとりが

能、創造性を生かすことで、世界の人々が楽

のために、失敗を恐れずに思い切って挑戦で

感」の価値観のもと、多様な意見や考え方を

その実践を通じて成長実感を得られる企業

しめるエンタテインメントをつくり続ける。

きる企業文化を大切にしていく。

尊重し、共感する企業文化の醸成。

カルチャーを醸成すること。

人材

最大限に活用するとともに、
プロ視点での充

テクノロジー

A2. エレクトロニクスチームと連携し、あら

シナジー

アンソニー・ヴィンシクエラ
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ソニーの事業と業績推移

各事業分野の特性
ゲーム＆ネットワークサービス（G&NS）

ソニーの売上⾼の約1/4を占める事業。
世界有数のゲームエコシステムとして確⽴。
（3カ年累計＊1 営業CF：9,553億円、投資CF：△1,820億円)

音楽

ソニーのエンタテインメント事業の先駆け。
＊4

6

音楽出版では世界1位 、音楽制作では世界2位 。

2020年度
売上高
構成比（%）
アドオンコンテンツ

34

映像メディア・
プラットフォーム

ハードウェア

14

独立系スタジオとして固有の地位を確立。魅力的
＊5

（3カ年累計＊1 営業CF：3,389億円、投資CF：△3,542億円)

その他
ネットワークサービス

映画

20

音楽制作
（ストリーミング）

5

デジタルソフトウェア

17

21

音楽出版

36

29

2020年度

2020年度

売上高
構成比 ＊6（%）

売上高
構成比 ＊6（%）

35

19

テレビ番組制作

音楽制作（その他）

24

映画製作

メディア
ネットワーク

36

28
フィジカルソフトウェア

なキャラクターなどの優良コンテンツIPを保有。
（3カ年累計＊1 営業CF：3,257億円、投資CF：△897億円)

収益源

収益源

収益源

フィジカルソフトウェアの販売収入に加え、ネットワークサー
ビスやアドオンコンテンツの拡大によりPSN TMを通じたネッ
トワーク収入 ＊2などのリカーリング型の安定収益が伸長し
ています。また、2020年度は新たに導入したPS5 TM へのス
ムーズな移行が実現し、ハードウェア収入が増加するととも
に、
プレイステーションⓇ全体の月間アクティブユーザーも
伸長しました。
この結果、
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ました。

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。巨大な音楽カタログを有する音楽出版は、ROIC ＊7
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
を得られる事業構造となっています。映像メディア・プラット
フォームは、
コンテンツIPの多面展開による、中期的な収益
獲得が特徴となっています。

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。
2020年は、劇場公開が長らく停止しましたが、配信やライセ
ンス収入は堅調に推移しています。
また、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は安定的な収益が期
待できる事業となっています。
また、近年では、配信プラット
フォームの急速な拡大にともない、
コンテンツ価値が上昇傾
向にあります。

資本投下領域＊3

資本投下領域＊3

資本投下領域＊3

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や戦略的提携などがあります。

タレントの発掘・育成活動を積極的に行っており、特に成長
領域であるインディーズのサポートを強化しています。2020
年度は「AWAL」の買収を決定しました。
また、
コンテンツの
集合であり流動性も高い音楽カタログは、継続的に拡充を
目指しています。2018年度にはEMI Music Publishingを
完全子会社化しました。加えて、多様なメディアで展開・活用
されるアニメのコンテンツIPへの投資も強化しています。

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
大きくなる傾向にあります。なお、新型コロナウイルス感染
症の影響により制作が停止していた時期があることから、
コ
ンテンツ制作費用は短期的に縮小しています。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。

＊1 2018年度から2020年度の累計
＊2 プレイステーションⓇストア
（PS Store）やPS Plus、PS Nowといった定額制サービスを含む
＊5 2020年。出所：IFPI
＊6 外部顧客に対するもの
＊7 投下資本利益率

＊3 資本投下領域には資産化されない費用項目も含みます。

＊4 2020年。出所：Music & Copyright

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション（EP&S）

ソニーの祖業。映像・音・通信に関する
差異化された技術を背景に高付加価値化を実現。
（3カ年累計＊1 営業CF：4,879億円、投資CF：△2,707億円)

イメージング＆センシング・ソリューション（I＆SS）

CMOSイメージセンサーにかかわる技術力を

お客様一人ひとりに合わせた事業展開により、

背景に高付加価値商品を展開し高いシェアを獲得。

日本国内で確たる地位を確立した安定収益事業。

（3カ年累計＊1 営業CF：7,388億円、投資CF：△6,399億円)

その他
モバイル・
コミュニ
ケーション

19

ソニー損保・
ソニー銀行・
その他

その他

10

14

テレビ

37

12

ソニー生命

88

2020年度

2020年度

2020年度

売上高
構成比 ＊6（%）

売上高
構成比（%）

売上高
構成比（%）

18
静止画・
動画カメラ

収益源

金融

16

オーディオ・
ビデオ

86

イメージセンサー

収益源

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。
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の構築を通じ、
コス
トコントロールやサプライチェーンマネジメントを強化して
います。新型コロナウイルス感染症の流行拡大下でも、需給
変動に適切に対応し、高い収益性を確保しています。

事業の中心はイメージセンサーで、2010年代以降、
モバイル
向けを中心に拡大を続けてきましたが、2020年度は中国特
定顧客向けの一時出荷停止などから、業績に影響を受けま
した。現在では、顧客基盤の拡大と分散を進めつつ、高画質
多機能および微細画素、双方のイメージセンサーに注力して
います。加えて、車載向け製品や、小売り・産業機器などから
の引き合いが強いAI処理機能搭載製品を通じた用途拡大
を進めています。

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＊3

資本投下領域＊3

資本投下領域＊3

イメージセンサーの増産投資を進めていますが、頻繁な設
備更新が必要な半導体メモリなどとは異なり、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。市場環境の変化に対応し、投資計画や生産計画を柔軟
に見直し、投下資本効率の向上に努めています。将来の成長
に向けて、車載領域に加え、
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の研究開発は継続的に行っ
ています。

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。

「リアリティ／Reality」
「リアルタイム／Real-time」
「リモー
ト／Remote」を重視した技術開発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。特に過去3カ年では、
エ
レクトロニクスで培った技術を活かせる、スポーツやメディ
カルなどの成長領域にも投資しています。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。

※ 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。
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2020年度の業績

2020年度 連結業績

（億円）
2019年度＊1

2020年度＊1

82,599

89,994

営業利益

8,455

9,719

+1,264 (+15%)

環境の変化により大幅な減益となったものの、G&NS分

税引前利益

7,995

11,924

+3,929 (+49%)

野、EP&S分野、音楽分野で大幅な増益となりました。

当社株主に帰属する当期純利益

2020年度の連結売上高および営業収入は、前年度比
９％増の８兆9,994億円、営業利益は同15%増の9,719
億円となりました。営業利益は、I&SS分野において事業

G&NS分野は、
ゲームソフトウェアやネットワークサービス
の伸長、EP&S分野はオペレーション費用の削減や製品
ミックスの改善、音楽分野では音楽制作におけるストリー

売上高および営業収入

+7,395

(+9%)

5,822

11,718

+5,896 (+101%)

＊2

7,629

11,222

+3,593

投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く）＊2

△3,631

△5,812

△2,181

3,998

5,410

+1,413

営業キャッシュ・フロー（金融分野を除く）

ミングサービスからの収入増加や映像メディア・プラット

営業CF（金融分野を除く）+投資CF（金融分野を除く）＊2

フォームの増収などが、主な増益要因となっています。

＊1 平均為替レートは、2019年度は1米ドル108.7円、1ユーロ120.8円。2020年度は1米ドル106.1円、1ユーロ123.7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。
※本冊子に記載されている財務情報は、特段の断りがない限り、米国会計原則に則って算出されています。

金融分野を除く連結営業キャッシュ・フローは1兆1,222
億円となりました。

2020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
売上高・金融ビジネス収入

（億円）

営業利益

営業利益の主な増減要因

2019年度

2020年度

2019年度

2020年度

19,776

26,563

2,384

3,422

（＋）ゲームソフトウェアの増収
（＋）PS Plusを中心としたネットワークサービスの増収

音楽

8,499

9,399

1,423

1,881

（＋）音楽制作におけるストリーミングサービスの増収
（＋）アニメ事業の売上拡大を含む映像メディア・プラットフォームの増収

映画

10,119

7,588

682

805

エレクトロニクス・プロダクツ
＆ソリューション

19,913

19,207

873

1,392

（＋）モバイル・コミュニケーションを中心としたオペレーション費用の削減
（＋）テレビ・デジタルカメラにおける製品ミックスの改善

ゲーム＆ネットワークサービス
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前年度比

（＋）映画製作における広告宣伝費の減少
（＋）前年度公開作品およびカタログ作品のホームエンタテインメントの増収
（＋）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費用の減少

イメージング＆センシング・
ソリューション

10,706

10,125

2,356

1,459

（－）研究開発費および減価償却費の増加
（－）モバイル機器向けイメージセンサーの減収
（－）為替の悪影響
（－）モバイル機器向けの一部のイメージセンサーの在庫評価減

金融

13,077

16,689

1,296

1,646

（＋）ソニー銀行における有価証券評価損益の改善
（＋）ソニー損保における自動車保険の損害率の低下
（＋）株式相場や金利の上昇にともなう責任準備金繰入額の減少によるソニー生命の増益

ソニー の 事 業と業 績 推 移

主な財務指標の推移

※非財務指標の推移についてはP39をご参照ください。

売上高および営業収入

営業利益、売上高営業利益率

（億円）

（億円）

100,000

77,673

80,000

64,931

82,159 81,057

85,440 86,657

89,994

9,719

10,000

8,942

82,599

8,455

（%）
15

7,349

76,033

10.3

67,955

10.8

10.2

10

8.6

60,000

5,000

2,942

2,887

3.6

3.8

2,265

40,000

20,000

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

2011

（億円）

11,222

12,000

265

685

2013

2014

0
△5

2012

■ 営業利益（左軸）

営業キャッシュ・フロー、投資キャッシュ・フロー（金融分野を除く連結ベース）

0.8

0.3

△1.0

△2,000

0

3.3

△657

5

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

● 売上高営業利益率（右軸）

株主資本利益率（ROE）
（%）

27.3

30

24.2
9,000

7,706

6,000

3,000

7,534

7,629

20

4,440
2,572

1,761

3,054

18.0

10

2,601

6.2
3.0

2.0

385

14.8

0

0

△1,640
△498

△3,000

△943

△10

△1,037
△3,324 △3,005

△3,215
△6,000

△5,204
2011

2012

2013

● 営業キャッシュ・フロー

2014

2015

2016

2017

2018

△3,631
2019

△5.8

△5.5

2013

2014

△5,812
△20

2020（年度）

△19.9
2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

● 投資キャッシュ・フロー

※ 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。
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ソニー の 事 業と業 績 推 移

これまでの中期経営計画
第一次中期経営計画（2012年度〜2014年度）

第二次中期経営計画（2015年度〜2017年度）

成果と課題

成果と課題

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
●

定量目標

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
●

定量目標

経営数値目標

2014年度実績

売上高

8兆5,000億円

8兆2,159億円

営業利益

5,000億円以上

2017年度実績
7,349億円

営業利益率

5%以上

0.8%

ROE

10%以上

18%

ROE

10%

△5.5%

経営数値目標

第三次中期経営計画（2018年度〜2020年度）
テーマ

キャピタルアロケーション

持続的な社会価値と高収益の創出

設備投資：1.2兆円
・CMOSイメージセンサーの生産能力増強向けが中心
● 戦略投資：1.4兆円
・ソニーフィナンシャルホールディングス完全子会社化：約4,000億円
・EMI Music Publishing完全子会社化：約3,900億円（有利子負債の承継含む）
・自己株式取得：3,000億円
● 配当：1,700億円
・長期安定的に増額する方針
●

成果と課題
DTCサービスとコンテンツIPの強化に向けた取り組み、投資の実行
ブランデッドハードウェア事業における安定的キャッシュ・フロー創出体制の構築
● CMOSイメージセンサーへの投資実行と事業環境変化の中での収益確保
● 各事業の戦略進展と環境変化への対応により収益を確保。
最終年度の2020年度は過去最高
益を更新
● 3年間累計の営業キャッシュ
・フロー
（金融分野を除くベース）
は目標を大幅に超過達成
● グループ本社機能を担うソニーグループ株式会社の設立と、
金融事業の完全子会社化を通じ
た経営機構改革の実施（新体制への移行は2021年4月より）
●
●

定量目標
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）
連結株主資本利益率（ROE）
＊2019年4月の決算説明会時に
「2.2兆円以上」
に引き上げ
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金融分野を除く連結ベースの営業キャッシュ・フローや資産売却などを原資に、安定的に配当
を増額しながら、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
（当初計画の2.0兆円に対し、原資の増加により2.8兆円を配分）

〈キャピタルアロケーション原資〉
（金融分野を除く）
：2.6兆円
・3年間累計の営業キャッシュ・フロー
その他事業/資産売却約400億円）
・資産売却：0.2兆円（保有株式売却約1,500億円、

経営数値目標

実績

2.0兆円以上＊

2.6兆円

10%以上を継続

2018年度：27.3%

2019年度：14.8%

2020年度：24.2%

CFOメッセージ

ビ市場にもたらした想定以上の需要など、ポジティブな
影響もありました。加えて、地政学リスクの顕在化、
とり
わけ米国政府による輸出規制強化は、当社のI&SS事業
にも大きな影響を与えました。
しかしながら、このような短期間での大きな環境の
変化に対して、各事業が機動的な対応を進めた結果、
2020年度の連結売上・利益はともに過去最高となりま
した。今後の事業運営もおそらくは、さまざまな環境の
変化を先取りした、柔軟な対応が求められることになり
ます。
その意味でも、2020年度は学びの多い年となりま
した。

これまでの成果
2020年度を最終年度とする第三次中期経営計画は、

十時 裕樹

2020年度を振り返って

安定した高収益の創出による営業キャッシュ・フローの
成長と、将来の成長に向けた戦略投資の実行の両面か

代表執行役 副社長 兼 CFO

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大による経

ら、総じて、当初の目標を上回る成果をあげることがで

営環境の著しい変化に対して、迅速な対処が求められた

きたと評価しています。経営の進化は、10年単位の活動

一年となりました。

の積み重ねによるものですが、
ここにきて、
これまでの取

私たちの事業活動は多くの制約を受け、あらゆる分野
で見直しや対策が必要となりました。
エレクトロニクス製
品などにおける部品の供給不足による生産台数の減少、
映画館の閉鎖にともなう劇場興行収入の減少などのネ

り組みが奏功し、さまざまな歯車がかみ合ってきたこと
を実感しています。
特に大きな変化を感じている点を2つ取り上げて、ご
紹介します。

ガティブな影響があった一方で、
ステイホームやリモート

1点目は、グループ連携の定着です。事業間連携プロ

ワークなどの生活・就業スタイルの変化がゲームやテレ

ジェクトは格段に増加し、
コンテンツIPの他分野への展
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開や、テクノロジーの事業を横断した活用など、
シナジー

力を注いできましたが、
これに加えて、将来のそれぞれの

れることになります。
また、収益力の高さは、お客様から

を創出する機会の探索が、価値創出の手段のひとつとし

事業のありたい姿の検討に、
より多くの時間を割き、明確

の評価を映し出す鏡とも考えており、この点においても

て常態化してきました。2012年度を初年度とした第一次

な戦略のもとに、迅速に成長投資を実行することができ

営業利益率は重要であると思っています。

中期経営計画以降、
グループ一体経営を重視し、上級役

るようになってきたと感じます。

これまでのソニーの進化を財務指標で表現すると、
お

員の評価指標に事業連携の項目を導入するといった取

こうした変化は、営業利益率の推移にも表れていま

客様からの評価が上がった結果、利益率が改善し、営業

り組みも進めてきた結果、ここ数年で、互いの事業が持

す。営業利益率は社内でも重視している指標ですが、2

キャッシュ・フローが増加、自己資本が充実し、投資余力

つリソースの理解とノウハウの共有が加速し、各事業の

桁の営業利益率を継続できるようになったことは、大き

の拡大につながるといった好循環ができた、
ということ

現場レベルでも具体的な協働が進むようになりました。

な進歩です。私は事業運営にあたり、想定外の環境変化

になるでしょうか。

2点目は、各事業の自立が進み、経営の質が上がって

は常に起こりうるものと考えていますが、営業利益率の

2021年4月からは、
ソニーグループ株式会社をグルー

きたことです。これまでも、各事業のリーダーは、
ビジネ

低い事業は、投資余力の乏しさから、こうした変化に対

プ本社とする新経営機構のもと、グループマネジメント

スモデルの変革や構造改革を進め、収益基盤の強化に

して脆弱であり、
ときには市場からの退出を余儀なくさ

の強化に努めています。人材のマネジメント、中長期的

営業キャッシュ・フローの推移（金融分野を除く連結ベース）

営業利益率の推移

（億円）

（%）

30,000

12

26,385

10.3

10.2

2018

2019

10.8

8.6

9
20,000

14,748

6

10,000

3.6

3.3
6,011

3.8

3

0.3

0.8

0

0

第一次

（2012年度〜
2014年度）

第二次

（2015年度〜
2017年度）

第三次

2012

2013

2014

2015

2016

（2018年度〜
2020年度）

※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。
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2017

2020（年度）
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なR&D、
キャピタルアロケーション、
そして事業間連携の

これまでの戦略投資
第一次中期経営計画
2012

2013

2014

第二次中期経営計画
2015

2016

2017

第三次中期経営計画
2018

2019

2020

さらなる推進によって、グループと事業の進化を促進し
ていくことが、新本社の主な役割です。多様な事業が、
多様な人材によって運営されていることに鑑みれば、
グ
ループ本社のダイバーシティも加速していく必要がある

EMI Music Publishing

（IP）

でしょう。

IP/DTC

第四次中期経営計画
こうした成果を踏まえ、第四次中期経営計画では、売
（DTC）

上と利益の両面でバランスの取れた成長を目指します。
その実現には、各事業が成長市場に向き合い、野心的な
挑戦を続けていくことが必要です。また、将来性のある
成長市場にアプローチすること自体が、未来の事業を担
う、優秀な人材を獲得する機会を増やすということも重

テクノロジー

視すべき点だと思います。社員が事業と自身の未来を具
体的にイメージできることは、モチベーションを向上さ
せ、組織の活性化、ひいては優れた組織文化の醸成にも
つながります。
そして、
こうした将来の事業成長の可能性
を、資本市場に理解していただくことが、企業価値の向
自社（自己株式取得）、

ソニーフィナンシャル
ホールディングス

その他戦略投資

上を促すでしょう。
第四次中期経営計画の推進のために、社内では「成長
のための深化と探索」
と
「Wise Pivot」
というキーワード
を共有しています。
これは、変化に機動的に対応し、既存
事業からの利益を最大化すると同時に、新たな成長分野

投資・M&A：

に段階的に経営リソースを振り向け、
より強い事業体に
3,000億円以上

500億円以上

300億円以上

100億円以上
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転換していくことを目指す、
という意図を表現したもの
です。

第四次中期経営計画（2021年度～2023年度）財務目標
経営数値目標

第 四 次 中 期 経 営 計 画 の 経 営 数 値 目 標 は 、調 整 後

調整後EBITDA＊1 3年間累計額

4.3兆円

EBITDAの3年間累計額で、4兆3,000億円を達成するこ
とです。KPIに調整後EBITDAを採用した理由は、主に2
点あります。
1点目は、2020年度に完全子会社化した金融事業を
含むグループ連結での目標を示すことができる指標で

※EBITDAおよび調整後EBITDAはIFRS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。
＊1 EBITDAは以下の算式により計算され、調整後EBITDAは計算されたEBITDAに対し、当社が非経常的と判断する損益のうち、
「決算短信」、
「業績説明会資料」、
「四半
期報告書」
および「有価証券報告書」
において金額が開示される項目を調整して計算されます。なお、第四次中期経営計画における財務指標は、IFRSに基づいて作
成されます。
EBITDA＝当社株主に帰属する当期純利益＋非支配持分に帰属する当期純利益＋法人所得税＋金融収益・金融費用に計上される支払利息（純額）−金融収益・
金融費用に計上される資本性金融資産の再評価益
（純額）
＋減価償却費・償却費
（コンテンツ資産に含まれる繰延映画製作費および繰延保険契約費の償却費を除く）

あること。2点目は、
「 投資から得られるリターン」を長期
視点からより顕著に示す指標を用いることで、積極的な
投資を促し、各事業の成長とそのリターンの拡大を促進
することです。
また、EBITDAは、企業価値評価との親和

キャピタルアロケーション
（金融分野を除く）
（兆円）

キャピタルアロケーション内訳
3.8以上

性が高い指標であることから、各事業が成長シナリオを

るのではないかと考えています。

0.3以上
2.8

このほかの指標としては、株主価値の観点から
「1株当
たり当期純利益（EPS）」も重視していきます。短期視点

戦略投資
1.4

避けましたが、EPSの長期安定的な成長は株主利益増大
設備投資
1.2

モニタリングしていきます。
各事業の戦略に、環境や人材、人権といったESG課題
への対応を明確に織り込んだことも、本中期経営計画
の特徴です。気候変動や貧富の差、社会の分断といった
問題は、
これまで以上に私たちの事業に大きな影響を与
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配当＊4
第三次中期経営計画
（実績）

資産売却／借入

0.2

営業CF
（金融除く）
3.1以上＊3

数字をKPIとして示すことは、多くの議論を経て、あえて

過去からの繰り越し分＊2

2.8

戦略投資
2.0以上＊2

に陥ることがないように、3年後という定点での、特定の

に寄与し、利益の絶対水準にも関連するため、重点的に

3.8以上
0.4

考える際に、
その出発点として、自らの現在の事業価値
を客観的に認識しやすいという副次的な効果も得られ

キャピタルアロケーション原資

設備投資
1.5＊3

資産売却

営業CF
（金融除く）
2.6

配当
第四次中期経営計画

第四次中期経営計画

第三次中期経営計画
（実績）

※第三次中期経営計画は2018年度から2020年度の計画、第四次中期経営計画は2021年度から2023年度の計画
＊2 第三次中期経営計画における2020年度第3四半期末時点見込からの営業CF上振れ分および意思決定済みの戦略投資案件に係るキャッシュアウトの期ずれ分
＊3 第四次中期経営計画における財務指標は、IFRSに基づいており、営業CFには、
オペレーティング・リース債務の元本部分の支払、
およびコンテンツ資産の購入・売却
に関する会計基準の相違による影響が含まれます。
また、設備投資には、
オペレーティング・リース契約に係る使用権資産の増加が含まれます。
＊4 第三次中期経営計画における配当実績は約1,700億円

C F Oメッセージ

え、
これらの課題への対応には、社会からの期待・要望も

軟にレバレッジも活用できるようになってきたことから、

一層の高まりを見せています。各事業の持続的な成長に

第四次中期経営計画ではより大きな投資枠を設定する

向け、これらの社会課題は、取りも直さず事業上の戦略

ことができました。なお、営業キャッシュ・フローには金融

課題でもあります。第四次中期経営計画の策定において

事業からの配当も含まれており、金融事業の中長期的な

は、グループ本社だけでなく、各事業が自律的にそれぞ

利益成長を背景とした安定的な増配が、
グループ全体の

れの課題を特定し、
その対策をサステナビリティ戦略と

成長投資にも貢献することを期待しています。

して取り上げています。

戦略投資の注力領域と優先順位は、
これまでと同様、
IP/DTC、テクノロジー、
そして自己株式の順となります。
自己株式の取得については、EPSの長期的な成長を実現

キャピタルアロケーション

することを主眼に、財務状況や株価水準などを考慮し、
柔軟かつ機動的に実施します。2021年4月には2,000億

キャピタルアロケーションについては、3年間の計画と

円を上限とした、1年間の自己株式取得枠の設定を発表

して、主に、金融分野を除く事業からの営業キャッシュ・

しました。
また、配当については、従来どおり安定的な配

フローを原資とし、戦略投資、設備投資、および配当の

当の継続に努めていく方針です。

それぞれにどの程度配分するかの目安をお示ししてい

ることは言うまでもありません。
そのためには、顧客や資

こうしたキャピタルアロケーションの方針は、投資の優

本市場をはじめとして、多様なステークホルダーの皆様

先順位を示すことにより、事業ポートフォリオ戦略とその

との対話は欠かせません。私たちからは、これからも私

戦略投資については、2012年度からの第一次中期経

進捗を可視化するもので、資本市場からも常に高い関心

たちのPurposeを具現化する戦略とその進捗、
そして結

営計画以降、IP/DTC、テクノロジー、自己株式を優先領

が寄せられています。
したがって、明確で説得力のある

果をお示ししていきますが、これらに対する皆様からの

域として、段階的に投資を増やしてきています。なお、最

説明が不可欠であり、また、そうした説明責任に対する

フィードバックは、私たちにとって大変に貴重なものです。

優先領域のIP/DTCには過去9年間で約1兆円の投資を

緊張感が、翻って、事業ポートフォリオ戦略の高度化を促

実行しています。設備投資は、イメージセンサーの生産

すと考えています。

ます。

皆様との対話には、いつも気づきや学びといった刺激
があります。
そして、こうした良い刺激を、力強い成長の

能力増強を中心に、9年間で約3兆円の投資を行いまし

糧とすることが私たち経営チームの重要な役割のひとつ

た。第三次中期経営計画期間では、戦略投資に1.4兆円、

と考えています。

設備投資には1.2兆円を配分しました。

対話の方針

第四次中期経営計画では、さらに投資を加速し、2兆
円以上の戦略投資と、1.5兆円の設備投資を行う計画で

企業価値向上のためには、事業の魅力や成長ポテン

す。財務体質が強化され、高い格付けを維持しながら柔

シャルが資本市場から理解、評価されることが重要であ
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ソニーロゴタイプ 新モーションロゴ
https://www.sony.com/ja/brand/motionlogo/
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価値創造の基盤

創出価値とステークホルダーの考え方

注力事項と主な取り組み

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、

マテリアリティ

価値創出に向けた注力事項

テクノロジー

• グループ全体を技術でつなぎ、各事業の進化を支える
• 事 業横断でエンジニアの協働・連携・成長を促進する
• 外部環境変化を取り込み、社外連携を推進する

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・クリエイティビティを最大限に発揮できる活躍の場や成長機会の
提供

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
• ソニーグループに損失を与えうるリスクの管理
• 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

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

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

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

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

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

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

人々が感動でつながるためには、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2021をご覧ください。
サステナビリティレポート＞ソニーグループのマテリアリティ
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/

マテリアリティ分析の全体像
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Step1

Step2

Step3

マテリアリティ候補
項目の抽出・整理

自社視点および
ステークホルダー
視点での評価

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」

※以下の項目は全てグループ共通の重点項目ですが、事業ごとにより重要な項目を■
■青色で示しています。
事業ごとの特に重要なマテリアリティ
G&NS

音楽

映画

EP&S

I&SS

金融

主な取り組み事例

（G&NS）最新のコンソールや次世代VRシステムがもたらす未来のゲーム体験の提供
（音 楽）アーティストへのサービスと透明性を高めるツールの拡大
（映 画）さまざまなアングルから撮影したデータセットを組み合わせ、複数の用途に利用できるフォトリアルな映画品質を実現する3次元映像技術
（E P& S）クリエイターを支える3R・「Reality/リアリティ」「Real-time/リアルタイム」「Remote/リモート」価値を実現する技術
（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
（金 融）技術を活用した商品・サービスにより社会に安心・安全を提供、利便性の向上
（全 社）｢個を求む」「個を伸ばす」「個を活かす」という全社の人事戦略フレームワークのもと、各事業で最適な人事戦略の推進
（全 社）ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）と柔軟な働き方の推進
（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
（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を意識した経営の健全性・適切性の確保、お客様の個人情報の適切な管理
（全
（全
（音
（映
（金

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
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
楽）タレントマネジメントの危機管理、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
画）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
融）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

（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
（G&NS、音楽、映画）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、ソニーグループ全体で世界に良い影響をもたらす責任

（ ）

G&NS 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
E P& S
I & S S 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

（G&NS、EP&S）幅広いユーザーの顧客体験の質向上とアクセシビリティの強化
（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）適切な情報提供、アフターフォロー体制の構築
（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包装材におけるプラスチック使用量の削減、環境対応に向けた新たな
ユーザー体験の創出
（E P& S）テクノロジーを活用した環境負荷低減へのチャレンジと、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）環境配慮商品の開発および、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
（全 社）｢新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」「Global Social Justice Fund」を通じた支援活動の実施
（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
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注力事項：気候変動への取り組み
目標とロードマップ

中期的な観点では、
「 Road to Zero」実現に向け、気

ソニーの事業所からのGHG排出量を地域別でみると、
イ

候変動、資源、化学物質、生物多様性に対し、2050年か

メージング&センシング・ソリューション（I&SS）事業の生

らのバックキャスティングで5年ごとに環境中期目標を設

産拠点が多い日本が約92％を占めています。
ソニーの各

ソニーの企業活動は、あらゆる生命の生存基盤である

定しています。2015年に策定した
「Green Management

事業所において省エネルギーと再エネ導入を進めていく

地球環境が健全であってこそ成り立ちます。特に、世界的

（GM）2020」の気候変動目標では、国際的なイニシアチ

ことは必須ですが、日本では再エネ導入コストが高く、需

に気候変動の脅威が顕在化・深刻化している現在、脱炭

ブであるScience Based Targets（SBT）
の
「2℃目標」
に

要家が安価に再エネを調達することが難しい状況である

素社会への移行は、喫緊の課題となっています。

日本企業として初めて認定されました。2025年度までの

ことから、産業界全体での再エネ普及の取り組みが不可

目標である「GM2025」の策定においては、
より長期的な

欠です。一方、製品ライフサイクル全体ではお客様の製品

では、2050年に環境負荷ゼロとすることを目指してお

視野から、達成を2035年度とした気候変動目標も設定

使用時の電力消費によるGHG排出量の割合が多く、
その

り、気候変動に対しても事業と製品ライフサイクル全体で

しており、
この新たな目標はSBTの「1.5℃目標」
に認定さ

うちの約93％がテレビとゲーム機によるものです。
この数

の温室効果ガス
（GHG）排出量ゼロを目標としています。

れています。

年、
テレビやゲーム機の製品設計では、大幅な消費電力削

＊1 事
 業運営に使用する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目
標に掲げる企業が参加するグローバルなイニシアチブ。国際的NGOのThe

減に寄与する技術を取り入れてきましたが、今後もテクノ

2010年にソニーが策定した環境計画「Road to Zero」

この2050年までの計画を実現するためには、少なく
とも2040年には電力由来による自社オペレーションの

Climate GroupがCDPとのパートナーシップのもとで運営。

GHG排出をゼロにしていく必要があります。
そのため、
2018年にはRE100 ＊1に加盟し、2040年に自社オペレー
ションで使用する電力の再生可能エネルギー
（再エネ）比
率を100%とする目標を掲げました。

ロジー面でのイノベーションを追求していきます。加えて、
製品ライフサイクルにおいては、GHG排出をせざるを得な

課題認識と取り組みの方向性

い分野も残ると想定され、
ここにはCO₂回収などの新た

これらの目標とロードマップを描く中、自社内外の多
くの課題を解決していくことが必要となります。現在の

な取り組みが必要であり、
その技術的進化、
インフラ整備
といった社会基盤全体での取り組みが欠かせません。

2050年に向けたロードマップ
事業所

（スコープ 1, 2）

GHG排出量

139万トン‒CO₂

事業所

事業所

5％削減

72％削減

（2020年度比）

（2018年度比）

製品ライフ
サイクル全体
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2020

2025

2030

5%

15%

30%

欧州100%（2008年~）
中国100%

自社オペレーション
電力由来

製品ライフ
サイクル全体

（2018年度比）

ゼロ

ゼロ

2035

2040

45％削減

1,708万トン‒CO₂
自社
オペレーション
電力
再生可能
エネルギー比率

製品使用時

北米100%

100%

2045

2050

価値 創造の基 盤

こうした課題を踏まえ、
ソニーでは、企業の
「責任」
の側
面と、社会全体への
「貢献」
の側面とで推進しています。
「責任」の側面では、再エネ導入の加速を目指し、①自

価値創造の基盤に関する主な指標
マテリアリティ

項目

範囲

社内での太陽光発電設備の導入、②電力会社等からの
再エネの直接購入、③グリーン電力証書等による環境価

テクノロジー

研究開発費（百万円）

値の購入といった手法に注力しています。①については、
全世界の合計で約9.9MW＊2の太陽光発電設備が稼働し
導入のほか、事業所間あるいはグループ敷地外からの電
力を融通する自己託送を活用した再エネ化の取り組みな
＊3

どが進んでいます。
また、TCFD提言 に対応した情報開

環境

ビジョンセンサー「IMX500/IMX501」の活用により、

株式会社の100％子会社として設立され、協生農法

などの環境技術事業を推進する株式会社SynecOに投資
しました。
ソニーでは、環境負荷の低減は、将来への重要な投
資ととらえており、
「 責任」
と
「貢献」の両面で新たな取り
組みを積み重ねることで、業界・経済界を牽引していき
ます。
＊2 2021年3月31日時点
＊3 気候関連財務情報開示タスクフォースが公表した最終報告書
＊4「協生農法」
は株式会社 桜自然塾の商標または登録商標です。

女性管理職比率（%）＊2

スコープ1（直接排出）
温室効果
ガス排出量
スコープ2（間接排出）
（万トン-CO₂）
スコープ3（その他の排出）

社外取締役

Sony Innovation Fund: Environmentを創設しまし

TM＊4

134,424

I&SS＊1

130,929

150,562

168,867

コーポレートR&D

45,918

44,099

43,298

114,400

111,700

109,700

34.3

35.6

35.4

27.3

28.3

28.4

86

85

88

18.7

18.8

18.9

115.2

118.8

120.4

1,640.3

1,487.0

1,707.7

4.6

4.6

6.7

全グループ

全グループ

取締役構成（名）

2020年9月には、コーポレートベンチャーキャピタル

4月には、本ファンドの第一号案件として、
ソニーグループ

145,877

2019年＊4

データ量 削 減 、消 費 電 力 削 減が 期 待されます。また、

象に、ファンド規模10億円で開始しています。2021年

162,836

全グループ

自社オペレーション電力における
再生可能エネルギー比率（％）

例えば、エッジAI処理機能を搭載したインテリジェント

た。これは、新たな環境技術開発に取り組 む企業を対

EP&S

社員エンゲージメント指標（%）

「貢献」の側面では、ソニーの経営資源を活用し、先
界や社 会のイノベーションを支 援していく方 針です。

144,562

＊3

示を拡大し、
ステークホルダーとの対話を促進します。
進 事 例の開 発 や 技 術 進 化 、各 種 提 言 などを行 い 、業

126,701

＊2

女性社員比率（%）

うち女性

コーポレート・
ガバナンス

ソニーグループ
株式会社

うち外国人
＊5,6
役員構成（名）

うち女性
うち外国人

2020年度

116,308

社員数（名）

人材

2019年度

G&NS

＊2

ており、日本においてもI&SS事業における熊本拠点での

2018年度

2021年＊4

13

12

11

10

9

8

4 (30.7%)

4 (33.3%)

4 (36.4%)

3 (23.1%)

4 (33.3%)

4 (36.4%)
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ソニーグループ
株式会社

2020年＊4

(2)

42

(2)

26

(2)

3 (7.3%)

3 (7.1%)

3 (11.5%)

5 (12.2%)

6 (14.3%)

6 (23.1%)

＊1	I&SS分野の研究開発費について、同分野の研究開発費に含まれる費用の集計範囲を2020年度に見直したことにともない、同分野の2018年度および2019年度の研
究開発費の実績を2020年度の集計範囲に合わせて組替再表示しています。
この組替再表示により、組替再表示前の金額に比べ、2018年度は6,714百万円、2019年度
は7,082百万円、
それぞれ研究開発費が増加しています。なお、
この集計範囲の見直しによる2018年度および2019年度のソニー連結の研究開発費およびI&SS分野の
営業利益への影響はありません。
＊2 いずれも各年度末3月31日時点のデータに基づく集計。なお、国・地域・法人により
「管理職」
の定義が異なる場合がある
＊3 社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合
＊4 各年8月末時点
＊5 会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員
＊6 ( ) 内の数は、取締役兼任者数
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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フィールド
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。
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© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications
are subject to change without notice.

市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

•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

• 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

•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＊1としてのポジション

• ソフトウェアのアクセシビリティ機能の充実化

• P S 5 T M の「スピード」
「触感」
「 音 」を活かした 新 た なゲ ー
ム体験の提供

•投
 資および買収で構築した、世界各地のゲーム開
発スタジオや主要なフランチャイズ

• エコシステムの構築やプラットフォームの確立における異業種プレイヤーとの競合

•発
 売初年度としてPS4Ⓡの初年度実績を上回る販
売台数、
そしてプレイステーション史上最速 ＊2で世
界累計実売台数1,000万台を達成したPS5TM
•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

• 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

• プレイステーションⓇ専用タイ
トルの充実と展開加速

• 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
• 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スタイルの重要性

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：最新のコンソールや次世代VRシステムがもたらす未来のゲーム体験の提供
• 人材：さらなる柔軟な働き方の推進による生産性の向上

戦略上、重視する指標

•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

• PS5TM累計販売台数

•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
リスクへの対応

• PS4Ⓡ累計販売台数： 1 億1,640 万台以上＊3

• 品質・カスタマーサービス：幅広いユーザーの顧客体験の質向上とアクセシビリティの強化

TM
• PSN の月間アクティブユーザー：1 億400 万＊4

•環
 境：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、包装材におけるプ
ラスチック使用量の削減、環境対応に向けた新たなユーザー体験の創出

• PS Plusの有料会員数：4,630 万＊3
• PS Nowの会員数：320 万＊5

• ユ ーザーコミュニティの拡充
やユーザビリティの向上、デー
タ分 析 の 強 化 を 通じ た ユ ー
ザーエンゲージメントの向上

•P
 SNTMの月間アクティブ
ユーザー
• PS Plusの有料会員数
• 総プレイ時間

•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、
ソニーグループ一丸となって世界に良い影響をもたらす責任

＊1 Best-selling videogame home console brand everとしてギネス世界記録®に認定。4億5,019万台（2019年11月7日時点）。VG Chartzによる推定数値。
＊4 2021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
＊5 2021年3月31日時点

＊2 2021年7月18日時点

＊3 2021年6月30日時点

事業戦略
戦略の背景

ワークプラットフォームであることが分かります。

ント
（SIE）では、
コンテンツIPのさらなる強化に向けた積

成長を続けるゲーム市場では、
フリー・トゥ・プレイの

極的な投資、
ブランド価値の向上、ユーザーエンゲージメ

PS4Ⓡの累計販売台数、PSN TMの月間アクティブユー

成長、PCオンラインゲームや異業種におけるプレイヤー

ントおよびコミュニティの醸成を促進していきます。
これ

ザー、PS Plusの有料会員数、
そしてPS5TMの780万台と

との競合激化、売上を確保する手段の多様化、テクノロ

により、ユーザーに近づくDTCサービスの強化を進め、
プ

いう過去最高の発売初年度の販売台数を見ても、
プレイ

ジーの進化など、
さまざまな変化が起き続けています。
こ

ラットフォームの革新・進化を図っていきます。

ステーションⓇは世界有数のゲームエコシステム、
ネット

うした環境下でソニー・インタラクティブエンタテインメ
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事 業 別 の 価 値 創 造 ／ゲーム＆ネットワークサービス

戦略の方向性

ます。
クラウド戦略としては、PS Nowで得た知見を活か

を発揮し、成長していくため、社員とのエンゲージメント

し、PS Nowのさらなる成長にともない、
コンテンツの強

活動の強化に取り組んでいます。重点領域としては、
ダイ

成長戦略としては、PS4Ⓡでのエンゲージメントを長

化やストリーミング機能の向上を図りつつ、次世代VRシ

バーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE＆I）、ポス

期化しつつ、PS5 TMを史上最大のゲームプラットフォーム

ステムを通じて新たな没入感を提供していきます。
そし

トコロナの働き方、パフォーマンスマネジメント、グロー

として構築していくとともに、さらなる成長に向けた新

て、多くのソーシャルコミュニティを視野に入れた長期的

バル化、次世代リーダー育成などを設定しています。

たな取り組みを推進していきます。

な展望として、現在のコンソール中心のエコシステムか

DE&Iの活動においては、世界のSIE社員が 自主的

ら、
コミュニティの多くの要素がコンソールに留まらない

かつ自発的に主導するグループ、eNets（ Employee

世界へと進化させていきます。

Networks）
が要です。eNetsの活動は、社員が直面しう

TM

「スピード」
「触感」
「音」
に新技術を投入する
PS5 では、
ことにより、PS4Ⓡでの素晴らしい体験をさらに高め、次
世代機としてのエクスクルーシブなゲーム体験を提供して

SIEは、これまで獲得してきたプレイステーションプ

る経験、視点、
そして潜在的な障壁を理解するために大

います。1st Party、2nd Party、3rd PartyともにPS5 向

ラットフォームの好循環を加速し、力強い売上成長を目

きな役割を担っています。こうした活動を通じ、それぞ

けゲームタイトルを開発していくと同時に、PS4Ⓡ向けに

指します。これは、
アクティブユーザーやプレイ時間の継

れの個性や意見を尊重し、
エンパワーされていると感じ

も魅力的で強力なラインアップを提供していきます。

続的な増加、ネットワークサービスの充実化、
コンテンツ

られる環境をつくり、一人ひとりの成長を促すことで、
グ

こうした戦略を推進する中で、引き続き重視するのが

IPの強化によって、数ある選択肢の中からプレイステー

ローバルチームとしての力を最大限発揮していきます。

ユーザーエンゲージメントの強化です。
プレイステーショ

ションプラットフォームを選んでいただくというもので

ポストコロナの働き方としては、
リモートワークと従来

ンⓇならではの進化したインタラクティブなゲーム体験

す。強力なアクティブユーザーの維持、
リテンションの強

型の働き方をハイブリッドさせたFlex Modesという方

を提供できるよう、UX（ユーザーが得られる経験）や使

化、
より多くのマネタイズの機会の創出、キャッシュ・コ

式の導入を検討し、対面でのコラボレーションとリモート

い勝手の向上と、データ分析の活用を強化し、
ネットワー

ンバージョン・サイクル（CCC）の短期化などを果たし、

ワークの柔軟性という両方のベネフィットを追求できる

クサービスの魅力をさらに高める施策に注力していきま

キャッシュ・フローの拡大を図ります。

働き方の構築を目指しています。

TM

す。
また、既存および新規パートナーシップを活用しなが

パフォーマンスマネジメントについては2020年度に、

らビジネスの成長を促し、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、
これまでPS4Ⓡで築

ゴール設定、パフォーマンス評価、
キャリア開発といった

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

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、
TM

PS5 へのスムーズな移行を引き続き図っていきます。
成長に向けた新たな取り組みとして、まず、成長の原
動力となる1st Partyスタジオへのさらなる投資を行い、
1st PartyタイトルのPCおよびモバイル展開やサービス
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包括的な人事サイクルを一新しました。各マネジメント
がアカウンタビリティを持って個人やチームの成果を明

“The Best Place to Work”「最高の職場」を目指した、

確にし、
フィードバックすることにより、
エンゲージメント

社員エンゲージメント活動の強化

を高め、維持し、長期的な事業成長につなげていきます。

社会構造や働き方が変化する中、ゲーム業界では人
材獲得における競争が 激化しています。PS5 TM 発売後

型ゲーム(Game as a Service)を強化していきます。

の成長戦略においても、新たなエコシステム構築に向け

中国での展開に向けては、ローカルコンテンツの強化や

て、これまでにない社員の能力・スキルが不可欠になっ

ローカルゲーム制作会社との連携も検討していきます。

てきています。

また、ユーザーと直接つながるための新たな流通チャ

こうした中、SIEでは、
「 最高の職場」
となることを目指

ネルとして、PlayStation Directでの販売伸長も目指し

し、多様な価値観を持った人材が集い、
それぞれの能力

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、アーティストやソングライター、映像・アニメク
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、映像・アニメクリエイターと協働し、
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。
Ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

• 音楽制作、音楽出版双方でのトッププレゼンス

• 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

• タレントへの投資

• アニメ業界、日本の総合エンタテインメント業界における確たる
評価

• 常に変化する嗜好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

マーケティング、商用ライセンス、著作権・ロイヤリティ管
•A
 &R ＊1、
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

• デジタル化によるビジネスモデルの変化と、著作権管理改革の必要性増大

• レーベル、アーティスト、
ソング
ライターへのサービス

•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

• 音楽出版の市場ポジション：

世界 1 位

• 音楽制作の市場ポジション：

世界2 位＊3

•音
 楽制作／出版合計の
ストリーミング売上成長：

＊2

•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

• 新興国市場
• ソニーグループ内での協働

戦略上、重視する指標
• 全体売上とストリーミング成長
• 市場シェアとヒットチャートのシェア

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：アーティストへのサービスと透明性を高めるツールの拡大
•人
 材：育成、能力開発、教育研修、
エンパワーメント、
ダイバーシティ、
エクイ
ティ＆インクルージョン（DE&I）、福利厚生の充実

• 利益率の成長
• 新興国市場の売上成長
• 契約アーティスト数と音楽カタログ数

•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

＋23 %（前年度比）＊4

•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、
ソニーグループ一丸となって世界に良い影響をもたらす
責任

2019年度：＋21％
2018年度：＋17％
＊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

• 参入障壁の低減や業界内プレイヤーの変化、競争激化

＊2 2020年。出所：Music & Copyright

＊3 2020年。出所：IFPI

＊4 EMI合算通年ベース

事業戦略
戦略の背景
「表現」の中核を成す音楽は、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
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ても、
さまざまなアーティストや音楽が社会に貢献する、

層重視されています。一方、
これをクリエイターの側から

数多くの例が示されました。彼らの主張や世界観、
クリエ

とらえると、
ますます複雑化するコンテンツ管理・権利の

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

保護が喫緊の課題となっています。

ととらえています。

こうした環境下、
ソニーはグループシナジーと技術を

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

また、音楽の触れ方や楽しみ方は、刻々と変化・進化し

生かし、
アーティストとユーザーそれぞれに近づき、
コン

築いてきており、社会正義の形成に対してもその一翼を

ますが、
コンテンツの価値は不変です。あらゆるメディア

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

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

でコンテンツIPの重要性が増す中、音楽コンテンツは一

ます。

事 業 別 の 価 値 創 造 ／音 楽

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

ることにより、No.1グローバル音楽出版企業としての地

に力を与え、鼓舞し、癒しを与える、芸術表現のアンバサ

位を強化していきます。

ダーであるSMGには彼らをサポートする責任がありま

SMGは、
アーティストやソングライターへの透明性と報

す。2020年度、世界的パンデミックの影響の中にあって

に向け、
ソニー・ミュージックグループ（SMG）を設立し、

酬を高めるための取り組みについても業界をリードして

も、SMGはサステナビリティと社会的影響を促進するた

世界有数の音楽制作会社および音楽出版会社、
それぞれ

おり、音楽制作では、
アーティストにリアルタイムでロイヤ

めに、バーチャル空間に社員を集め、社会正義・反人種差

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

リティレポートと支払いを行うシステムを導入したほか、

別に関する教育や議論の場の提供に取り組みました。
そ

る体制としました。

音楽出版では「SCORE」
アプリを介した、新たなロイヤリ

の結果、新型コロナウイルスソニーグローバル支援基金

音楽制作における戦略としては、各地の人気ジャンル

ティ管理・支払いプロセスをはじめています。
さらに、
レガ

とGlobal Social Justice Fundを通じ、SMG全部門にま

のアーティストを発掘・育成していくため、
アーティスト

シーと現代音楽の双方を含む、国際的なライセンスネッ

たがり社会の不平等と戦うためのタスクフォースを発足

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

トワークの構築により、ライセンス収入の最大化を図っ

させました。

行います。
また主要な新興国市場の展開を強化するとと

ています。
また、
トップタレントから選ばれ続けるため、
ソ

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

ングライターの発掘・育成へのさまざまな投資を行い、

ルージョン（DE＆I）を重視しながら、
こうしたサステナビ

のシェア拡大と成長機会の獲得を図ります。
また、あらゆ

米国、
アフリカ、
コロンビア、
インド、
インドネシアを含むグ

リティ活動を推進すべく、DE&I統括部門と、社会的イン

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、

ローバルプレゼンスを拡大していきます。

パクトおよび慈善事業の専門部署を設立しました。今後

そして、引き続きダイバーシティ、エクイティ＆インク

The Orchardを通じたインディーズレーベル・アーティス

映像メディア・プラットフォームでは、
ヒットの創出と最

は、これらの部門の統括のもと、世界中の300を超える

トへのサービスや、機能および価値提供面での継続投資

大化に向け、音楽／アニメのコンテンツIP強化を図ると

組織への2,500万USドルの寄付、SMGの世界の全部門

を進めることで、収益、市場シェア、
レパートリーのさらな

同時に、
コンテンツIPの多面的展開を加速します。
モバイ

での人種・社会正義のタスクフォース構築、多様性を進め

る拡大を図ります。
そして、Som LivreとAWALの買収に

ルゲーム、
アニメーションテレビ放映、映画、映像パッケー

るプログラム導入などに取り組みます。

より、
こうした戦略の実現に向けて一層加速することがで

ジ、音楽ライブイベントなどの多様な顧客接点を強化す

また、
アイデンティティの多様性がイノベーションを生

きます。

るとともに、新たな価値を創造できるよう事業をさらに

み出すとの考えのもと、
インクルージョンとエンパワーメ

進化させていきます。特にアニメコンテンツにおいては、

ントを育む環境の構築にも注力しています。例えば、性別

映像配信プラットフォームを中心にソニーグループのシナ

や人種に適したセラピストや専門家が主導するメンタル

ジーを活かして海外展開の強化を図ります。

ヘルスプログラムやカウンセリングセッションを週次で開
催するほか、社員が主体的な活動を行う
「社員ネットワー
クグループ」
にてDE&Iに関する会合やタウンホールミー

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

ティング、教育プログラムなどを支援しています。さらに

人種や社会的に多様性あふれる文化への貢献

ています。

2020年度からは、
アンチバイアス教育の展開にも注力し
音楽出版においては、世界最高のソングライターから

アーティストやソングライター、社員といったSMGの

選ばれ続けることが、その使命です。創作からライセン

パートナーは、社会正義や人権保護の問題について、
そ

ス、
マネジメントにわたる卓越したサービスを提供し続け

れぞれのコミュニティで貢献したいと願っています。人々
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映画
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、信
仰、家族関連などの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
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ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
（SPE）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 別の価値 創造 ／映画

市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

•N
 etflixやDisneyとの象徴的な配信契約が指し示すように、
ハリウッドで唯一の独立系メジャースタジオとしてのポジ
ションが競争優位性をもたらしている

• 業界内の大規模な統合

•既
 存／新規を含めたコンテンツIPの
拡充とフランチャイズ構築

• 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

•A
 I、
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

•強
 力なコンテンツIP：
「スパイダーマン」関連の膨大なマーベ
ル・キャラクターの権利をはじめ、幅広い独自IPのライブラリ
や、近年注力しているフランチャイズ化された認知度の高い
IPなど、SPEは豊富なコンテンツIPの権利を保有している
• ソニーのテクノロジーの活用をはじめ、SIEやSMEなどの関
連会社とのシナジー創出を可能とするソニーグループの組
織体制
• エンタテインメント ライブラリのタイトル＊：

3,500タイトル以上
・テレビシリーズ作品： 275 以上

・映画作品：

•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

• 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

• アニメ、子ども向け、ローカル市場な
どのコミュニティ・オブ・インタレスト
の成長拡大
•劇
 場公開の再開とストリーミング市
場拡大を見据えた映画製作の加速
•ロ
 ケーションベースエンタテインメン
ト
（LBE）の展開

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：さまざまなアングルから撮影したデータセットを組み合わ
せ、複数の用途に利用できるフォトリアルな映画品質を実現する3次元映
像技術

戦略上、重視する指標

•人
 材：世界中の観客にトップレベルのタレントを活用した高品質なコンテ
ンツを届けるための、チーム間の協業による創造的な活動

• 長編映画作品制作本数：31*

•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

＊2020年度実績

• テレビ番組制作本数：120*

•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、
ソニーグループ一丸となって世界に良い影響をもたらす
責任

＊2021年3月31日時点

事業戦略
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

しています。
また、ハイテク大手企業は豊富な資本と技術

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

リソースを活用して、世界規模でコンテンツへの投資を

情熱を満たすコンテンツを集中的に創出・提供していき

続けています。

ます。

す。大手エンタテインメント企業は、独自のエコシステム

こうした中、SPEは独立系の強みとタレントとの関係

また、市場変化の中での成長機会獲得に向け、SPEで

の強化に向けコンテンツ制作事業者を買収し、
かつてな

性を維持し、有力サービスや大手企業にコンテンツを供

は強靭で機動的な組織に向けた取り組みを続けます。
コ

い統合が発生しています。
こうした大手企業は、選択の自

給し続けていきます。これにより、業界内の一流クリエイ

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

由度が増した消費者の獲得を重要課題ととらえ、製品・

ターが求める創作の自由を最大化し、独自IPを活用し

通じ、財務規律の強化にも努めています。

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

たコンテンツ価値を生み出していく考えです。加えて、
ア

©2021 Sony Pictures Entertainment Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & TM 2021 MARVEL.
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事 業 別の価値 創造 ／映画

戦略の方向性

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

こうした考えのもと、SPEの成長戦略は以下の4つを柱
としています。

ます。
「ソニーグループでのシナジー創出」としては、音楽、

います。
まず、
「 Diverse Directors Program」、
「 Diverse
Writers Program」
という、
クリエイティブタレントへの機
会を拡大するためのプログラムを開設しています。これ

1. 充実したIPの活用

ゲーム、エレクトロニクス、テクノロジーを扱うソニーグ

らは、多様なバックグラウンドの人材に向けた監督や脚

2. 独立系スタジオとしての強み

ループの一員としてのユニークな優位性を活用し、各事

本などの専門能力を開発するプログラムで、経験豊富な

3. 豊富なコンテンツライブラリ

業との連携を積極的に推進していきます。

業界の専門家との議論やトレーニングによるスキルの向

4. ソニーグループでのシナジー創出

上に加え、ネットワークを築く機会を提供しています。こ
のほか、テレビ番組制作事業では、新しい価値観の持ち

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

主や女性を中心とした物語のコンテストである「Rising

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

人材の拡大と多様化で、
より幅広い観客にコンテンツを

は 多 様 な 文 化 を 擁 するラテンアメリカ 系 の 視 聴 者

レビ関連IPに加え、SPEが権利を持つ900を超えるマー

届ける

を対 象とした映 画 専 門チャンネルですが 、N at i o n a l

「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

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

SPEでは、
コンテンツの多様性を高め幅広い視聴者に

Association of Latino Independent Producersと提

に拡大していきます。
また、新しいIP構築のために、
クリエ

感動を届けられるよう、人材のパイプラインの拡大・多

携し、
ラテンアメリカ系の映画製作志望者向けに、
「New

イティブタレントや革新的な案件への投資も継続するほ

様化を推進しています。世界中の多様な視聴者に向け

Voices」
と呼ばれる短編映画の年間育成プログラムを

か、没入感のある体験を世界中に届けるために、LBEビジ

た高品質なコンテンツをトップレベルのタレントととも

提供しています。
また最近では、
「American Black Film

ネスの拡大や、主要IPのライセンスなど、
さまざまなオプ

に生み出し、あらゆるプラットフォームを通じて届けるた

Festival」
の創設者であるジェフ・フライデイ・メディアと、

ションを追求しています。

め、人材の多様化には継続的に注力していきます。

次に、
「独立系スタジオとしての強み」
を生かし、一流の

現在では、次のような斬新で影響力のあるプログラム

タレントを起用し、世界中の視聴者に向けて質の高いコ

を展開し、
さまざまなバックグラウンドを持つ多様なタレ

ンテンツを制作していきます。
また、個別の動画配信サー

ントや作品のパイプラインを拡大する取り組みを進めて

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。
アニメや
子ども向け、家族、信仰、特定地域などを狙ったコミュニ
ティ・オブ・インタレストの多様化と成長拡大も続けてい
きます。
「豊富なコンテンツライブラリ」では、ストリーミング
サービスの主導権争いが激化する中、
プレミアムコンテン
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Storytellers Search」を立ち上げました。
「Cine Sony」

映画祭に出展した長編作品の優先交渉権に加えて新鋭
の映画製作者への紹介を得られるという、ユニークな内
容の契約を締結しました。

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/Realtime」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、医療やコミュニケーションにおける社会システム・産業の進歩に
貢献します。
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市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

•ハ
 イエンド、高付加価値のプレミアムブラン
ドとしての認知と評価

• 気候、政治、経済、社会、技術などあらゆる面での不確実性の高まり

• イメージング・プロダクツ＆ソリューション
（IP&S）事業：プレミアムカメラによる「リア
リティ」
「リアルタイム」
「リモート」価値の提
供と、
クリエイターの制作と発信をサポート
する環境の提供

• フルサイズ一眼カメラ市場でのNo.1シェ
ア＊ や、プレミアムテレビ市場での強固な
ポジションなど、事業で業界を牽引する存
在感
•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・センシ
ングからディスプレイ、通信技術までのコ
ア技術：I&SSと連携したCMOSイメージ
センサー、立体的な音場を実現する音楽
体験「360 Reality Audio」、5G通信技術
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ージする、耐久性と
柔軟性を備えた体制

•新
 型コロナ感染症の影響は広く深く、地政学リスクとサプライチェーンへの影響も
増大
• 新しい生活様式や働き方、消費行動の変化によるチャンスが顕在化
• 仮想空間での交流など新たなソーシャル、次世代通信など技術革新への期待の高まり
• リモートソリューションやクラウドサービスなど、XaaSやデータエコノミーが急成長

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：クリエイターを支える3R・
「リアリティ」
「リアルタイム」
「リモート」価値
を実現する技術、要素技術と5G以降の通信技術の融合
• 人材：多様なバックグラウンドを持つ社員の能力が最大限に発揮される企業文化の醸成
•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
権等のリスクへの対応
•品
 質・カスタマーサービス：幅広いユーザーの顧客体験の質向上とアクセシビリティ
の強化
•環
 境：テクノロジーを活用した環境負荷低減へのチャレンジと、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

• ホームエンタテインメント＆サウンド
（HE&S）
事業：プレミアム市場を牽引する商品提供の
継続、
クリエイターと共創する新しい映像・音
像表現へのチャレンジ
• モバイル・コミュニケーション（MC）事業：安
定的な収益構造の維持と先端技術を結集し
た製品力強化、5G技術によるソニーグルー
プ内外との新たな顧客価値の共創

戦略上、重視する指標
• 中期目標：コア事業で営業利益率10%

＊2021年7月末時点、金額シェア。
ソニー調べ

事業戦略
戦略の背景

軸では、事業領域の探索を積極的に進め、
ソニーグループ

影響をもたらした一方で、エンタテインメントは引き続

の各事業や技術アセットとの融合のみならず、外部パート

2021年4月に発足したソニー株式会社では、
ソニーグ

き重視され、新しい生活様式や働き方により、
リモートソ

ナーとの連携も重視し、
成長事業の創出を目指します。

ループのPurposeに基づいて策定したビジョン（「事業の

リューションやクラウドサービスなど、
さまざまなビジネス

ありたい姿」参照）のもと、
さまざまなクリエイターととも

チャンスも生まれています。

に、新しい未来を共創していくことを経営の方針として
価値創造を進めています。

50

ています。新型コロナウイルス感染症が世界中に深刻な

このような環境下、持続的かつ安定的な成長を目指し、
収益軸と成長軸の2軸での強化に取り組みます。収益軸で

戦略の方向性

経営環境としては、2021年度以降も、気候、政治、経

は、
オペレーション力の高度化と、
コア事業の高付加価値

イメージングやモバイル、テレビ、オーディオなど、収益

済、社会、技術、全ての面で変化が継続していくと想定し

商品の強化により、
収益性を維持・強化していきます。
成長

の柱であるコア事業領域では、
これまで魅力ある高付加

事 業 別 の 価 値 創 造 ／エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション

価値商品を次々と開発し、
お客様より高い評価をいただ

高速で安定したサービスの質の向上や事業エリアの拡

うグループ全体の目標の達成を牽引すべく、重点的な取

いてきました。
また、第三次中期経営計画では、特に徹底

大、新たなサービスの提供に努め、事業全体の成長を加

り組みを進めています。さらに再生プラスチックの導入

的なオペレーション強化に努め、規模の大を追わずとも

速していきます。

や、小型製品の包装材の脱プラスチックにも取り組んで

モバイル事業は、
カメラやテレビ、オーディオ、
ゲームな

います。
また、自社サイトにおける再生可能エネルギーの

3つの事業会社の統合によって発足したソニー株式会

どソニーの差異化技術と5Gを集約したXperiaTMスマート

導入も加速しており、2021年度はマレーシアや愛知県幸

社は、多様な事業と共通のプラットフォームで構成されて

フォンに加えて、無線通信技術を駆使したインフラ構築に

田町の工場で太陽光パネルの設置を計画しています。

おり、
これらの事業が生み出す幅広いお客様との接点は

向けても重要な役割を担っています。
さまざまな実証実験

利益を生む収益体質を構築してきました。

大きな強みです。今後は、組織やカテゴリーを越えた横の

や「VISION-S」
プロジェクトのように長年蓄積した通信や

多様な価値観の尊重―ダイバーシティ、
エクイティ＆イン

連携により、全体的な技術力やクリエイティビティをさら

アンテナ技術を5G環境での自動運転に応用することで、

クルージョン（DE&I）
とアクセシビリティ

に高め、お客様の想像を超える商品、サービスをつくり、

モビリティ市場での事業創出・展開を目指しています。
ま

「多様性」
はソニーグループ全体で大切にしている共通

新たな価値創造に取り組んでいきます。

た、車内をエンタテインメント空間ととらえ、得意のオー

の価値観です。多様な個性を尊重すること、
そしてテクノ

ディオビジュアル技術を活用した最高のモビリティ体験の

ロジーを通じて年齢、身体、環境などの制約を越え、
アク

提供を目指します。

セシビリティを向上することは、
「 感動」
と
「安心」の提供

具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響から
バーチャルな映像制作が急拡大する中、CineAltaカメラ

に不可欠であると考えています。

「VENICE」やミラーレス一眼カメラαなどの撮影機材

メディカル事業では、生命科学研究に使われるフロー

と、
リアリティあふれる映像表示のCrystal LEDの技術連

サイトメーターを市場導入し、世界トップレベルの医療機

多様な価値観から生まれる異見を尊重し、新たな価値

携による「バーチャルプロダクション」のソリューションを

関や研究所で使用されています。今後も、細胞治療をはじ

創造にチャレンジすることは、
ソニーのDNAであり、
イノ

提供し、高品位な映像制作を実現していきます。
また、自

めとする個別化医療研究の発展を見据え、微細加工、光

ベーションの源泉です。DE&Iにおける重点領域のひとつ

身のサービスやシステムにカメラを組み込みたいお客様

学・レーザー技術、信号処理解析技術、有機合成といった

が、日本における女性の活躍推進であり、
ソニー株式会

へのSDK（ソフトウェア開発キット）の提供、生成メタデー

コアテクノロジーを活用し、精緻な細胞情報の取得を支え

社や国内EP&S事業の各社で女性管理職比率や育児休

タを活用したクラウド上での編集・即納サービスの提供、

ることで、
ライフサイエンス分野での貢献に努めます。

持つ社員一人ひとりの能力が最大限に発揮される企業

ど、事業間の連携・共創も進めています。
スポーツ関連で
は、Hawk-Eye Innovationsのプレー分析サービスが米
国MLB（Major League Baseball）
に採用されたほか、
ライン判定を全てELC（Electronic Line Calling）
で行う

業・休暇の積極的な取得に関する目標と行動計画を設定
しています。今後も引き続き、多様なバックグラウンドを

「Xperia PRO」
と連携させた撮影映像の5G高速転送な

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

文化の醸成を進めていきます。

環境負荷低減を目指した技術・製品開発

るユーザーに製品を一定期間使っていただき、
そのフィー

アクセシビリティについては、例えば、視覚障がいのあ

“Hawk-Eye Live”が全米・全豪オープンテニスで活用さ

気候変動対策をはじめ環境への対応は、世界的な喫

ドバックを製品改善につなげる活動を行っています。
また

れ、
コロナ禍のイベント開催にも貢献しました。今後は各

緊の課題であり、
ソニーグループ共通の重要課題のひと

離れた場所でもテレビの声やセリフがはっきり聴こえる

種データを活用したコーチングや、視聴者・ファンサービ

つです。中でもEP&S事業は、
お客様の製品使用時のCO₂

お手元テレビスピーカーなど、誰もが楽しめる配慮をし

スに加えて、映像の仮想化など、新たなスポーツエンタテ

排出量低減や、製品の資源使用量削減に向けて、大きな

た製品開発にも取り組んでいます。今後も、
アクセシビリ

役割を担っています。特に大型化・高画質化が進むテレビ

ティ機能を高めることで、
より良いユーザー体験を実現

ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する

での環境負荷低減は大きなチャレンジですが、2025年度

し、
「感動」
と
「安心」
の創出につなげていきます。

「NURO」は、
リモートで人と人をつなぐ
「安心」の提供で

までに製品1台あたりのバージンプラスチック使用量10%

インメントの創出にも挑戦していきます。

高い評価を得ています。社会のリモート化が進展する中、

削減、年間消費電力量5%削減（ともに2018年度比）
とい
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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。
人々が、世界をとらえる感受性を高め、感動、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、
これまでの
常識を覆すような事実の探求や、日常に潜む新たな豊かさの発見を支
援することで、
さまざまな産業において創造性をかきたて、新たなユー
スケース創出やエコシステム創造に貢献します。
3 世の中に安全・健康・安心を提供する
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人間の眼や認識能力を超える機能を通じて、人間の可能性を拡張する
ことで、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 別 の 価 値 創 造 ／イメージング＆センシング・ソリューション

市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

•C
 MOSイメージセンサーにおけるイメージング用途
で世界No.1（金額シェア）＊

• より快適さ、心地よさ、効率のよさを求める社会的ニーズ

• ハードウェア事業

•高
 感度、広ダイナミックレンジ、高解像度、高速撮像
などを実現する、CMOSイメージセンサーの画素、
信号処理、
アルゴリズムにかかわる高い技術力
• センシング用途の多様なデバイスのラインアップ
• 各アプリケーションでの優良な顧客基盤
• 高品質・高歩留まりを実現する製造技術

•A
 I、IoTの進化を背景とした、高度な認識技術およびエッジコンピューティングの重
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
• 地政学リスクと新型コロナウイルスによる事業環境の変化
• 世界的な半導体不足

• ソフトウェア事業

• 安定供給を可能にする生産能力
• ソニーグループ内事業との協働・シナジー機会

–パートナー戦略の推進
–エッジAI処理とセンサーハードウェアの
融合、
リカーリング収益モデルの追求

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：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

• イメージセンサー金額シェア：

49％＊

2019年度：53％
2018年度：51 %

–需 要 動 向を見 極 め ながら慎 重に投 資
判断
–イメージングNo.1の堅持：高画質多機
能なセンサーの開発、微細画素商品の
導入
–センシングNo.1の獲得：新たなセンシン
グユースケースをとらえた事業拡大

•人
 材：多様なバックグラウンドや意見を持った社員が、自由にチャレンジできる環境
において、
その能力を最大限に発揮することによる新たな価値創出
•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
権等のリスクへの対応
•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：環境配慮商品の開発および、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

戦略上、重視する指標
• イメージセンサー金額シェア
（2025年度目標： 60%）
• センシング売上構成比率
（2025年度目標：30%）
• ROIC
（2025年度目標：20～25%）

＊ ソニー調べ

事業戦略
戦略の背景

長期にわたってイメージセンサー市場は拡大すると見込

込まれます。

んでいます。AIやIoTの進展にともない、車載用途やイン
イメージング＆センシング領域は、画像・映像がもたら

ダストリなどの新規領域でも市場拡大が続きます。一方

す感動創出や、ユーザーの動機の認識・解析に不可欠で、

で、画像認識のユースケースが拡大することで、世の中に

戦略の方向性

流通するデータ量の増大などの課題に対し、画像から必

こうした中、ソニーのイメージング＆センシング・ソ

2020年度は、地政学リスクや新型コロナウイルスによ

要なデータをセキュアに抽出するエッジコンピューティン

リューション（I&SS）分野では、引き続きイメージセンサー

る大きな影響を受けましたが、足元の事業環境は回復傾

グの普及が期待されており、画像認識のキーデバイスで

に注力します。中長期に向けた事業戦略に変更はなく、引

向にあり、主力であるモバイル領域を中心に、引き続き中

あるイメージセンサーの重要性はさらに増していくと見

き続きハードウェアとソフトウェア両輪での成長を目指し

「人に近づく」
を具現化する技術分野でもあります。
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事 業 別 の 価 値 創 造 ／イメージング＆センシング・ソリューション

ていきます。
ハードウェアについては、CMOSイメージセンサーに対

認識精度を向上させるセンサーフュージョン、車室内の

爆発が将来的に社会課題になると考えられています。
ま

モニタリングに活用するiToF In-Cabin Sensingです。特

た、
それにともなう消費電力の増大により、CO₂排出量の

する市場の需要動向を見極めながら慎重に投資を判断

に主力である車載向けのイメージセンサーについては、

大幅増加も危惧されています。
こうした課題の解決手段と

していきます。
また引き続きCMOSイメージセンサーにお

2016年に事業部を発足させて以降、売上高は年平均成

して、注目を集めているのがエッジコンピューティングで

けるイメージング用途の世界No.1を堅持すると同時に、

長率約50%の伸び率を見せており、2025年度の中長期

あり、
ソニーにおける具体的な取り組みのひとつが前出の

センシング用途でも世界No.1を目指します。

に向けてさらなる成長を見込んでいます。採用いただい

「IMX500/IMX501」
です。
ソニー独自のCu-Cu接続によ

ソフトウェアについては、将来的な姿として、
エッジAI処

ているOEMの数は、事業部発足時と2020年度で比較す

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

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

ると約4倍となっており、業界内のプレゼンスも向上し、
さ

にAIによる画像解析処理機能を搭載することにより、高

ら、
リカーリング収益モデルを追求していきます。2020年

まざまなお客様・パートナーと良好なリレーションが構築

速なエッジAI処理を実現します。
エッジAIとセンサーの融

5月に発表した世界初となるAI処理機能を搭載したイン

できています。2025年度のOEM採用数はさらにこの約

合によるソリューション事業の取り組みには、自前主義に

テリジェントビジョンセンサー
「IMX500/IMX501」
につい

3倍を見込んでいます。車載LiDARについても、2021年2

拘らず幅広いパートナーとの協業が不可欠となります。

て、現在さまざまな顧客・パートナーとともに実証実験を

月に、業界初となるSPAD画素を用いたLiDAR用の積層

例えば、マイクロソフト社とは、2020年5月に協業を開

進めており、2021年5月時点で、商談件数は54件にのぼ

型測距センサーの開発を発表しました。評価用のLiDAR

始しており、同11月には「IMX500」
とマイクロソフト社の

ります。

自体も開発し、顧客やパートナーに提供することで、
セン

Microsoft Azure AI機能の活用を検証する共同イノベー

サーの性能評価を進めており、今後の正式採用を目指し

ションプログラムを一部の顧客を対象に運用を開始して

事業を加速していきます。

います。

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、2020年度のスマートフォン市場の構造変
化を受け、高価格帯領域では高画質多機能な製品の開

投資については、事業環境の変化を踏まえ、市場動向

発の推進、
また中価格帯領域においては微細画素および

を見極めながら慎重な判断が求められるものの、
イメー

新技術で差異化された製品の導入により、2022年度以

ジセンサー事業の技術の優位性を維持・強化するため、

降の収益回復を目指します。
また、
アプリケーション不足

継続的な設備投資と研究開発、あわせて人材確保を行っ

2021年6月から開始されました。商品の特長であるメタ

を理由にモバイルセンシング市場の本格拡大は足踏みし

ていきます。

データ
（画像に付加される意味情報）の出力により、画像

市が 主導するスマートシティ化の取り組みにおいて、
「IMX500」を搭載したスマートカメラによる実証実験が

ていますが、
インダストリ、車載、
ソリューションを含めた

データをセンサー外に出力することなく、市民のプライバ

センシング領域における新製品開発や技術開発に経営

シーに配慮した運用が可能となり、ローマ市が抱える渋

資源を投下し、中長期での収益貢献を目指す計画に変更

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

はありません。
特に注力領域である車載事業については、安心・安全
で快適なモビリティの未来をつくることを目指し、それ
を実現する4つのキーテクノロジーを手掛けています。
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「 I M X 5 0 0 」の商 談の一 例として、イタリア・ローマ

滞やそれによる大気汚染、バスの過剰乗車、通行人の信
号無視による事故の発生などの課題解決を目指します。

テクノロジー：ソリューション事業を通じた社会課題の解
決／新たな価値の創造
IoTの普及により、
クラウドコンピューティングシステム

また、ニューノーマル社会において、
リテール領域では実
店舗における新たな顧客体験の提供が重視されており、
「IMX500」
とARを組み合わせた新たな価値提案として、

車載向けCMOSイメージセンサーをはじめ、対象までの

が一般的になりつつあります。
スマートフォン、家電、車な

顧客ごとに最適なARコンテンツをリアルタイムにモバイ

距離を測ることができる車載LiDAR用のSPAD距離セン

どを含めたIoTデバイスは増え続ける一方、膨大なデータ

ル端末上に表示するAR Mapソリューションを、
ソニー・

サー、異なる特性のセンサーを組み合わせることで物体

がクラウドに集積されることにより、通信の限界やデータ

ミュージックソリューションズとの協業で展開しています。

金融
事業のありたい姿

心豊かに暮らせる社会を目指し、人に寄り
添う力とテクノロジーの力で、一人ひとりの
安心と夢を支える金融グループになる

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
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。
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市場ポジションと事業の強み

事業環境認識（機会とリスク)

戦略のポイント

•付
 加価値が高く、差異化された強みを活かしたビジネス
モデルによる、国内金融市場における独自ポジション

• 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

• コア・ユニークな競争優位性の
徹底強化

• 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

• 金融規制の変化、顧客本位の業務運営の徹底

•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
• ソニー生命：保有契約高：

53.6兆円＊1

2019年度：51.4兆円
2018年度：49.5兆円
• ソニー損保：元受正味保険料：

1,304億円

2019年度：1,191億円
2018年度：1,122億円
• ソニー銀行：住宅ローン残高：

2.4兆円

2019年度：1.9兆円
2018年度：1.7兆円

• 低金利の定着
•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
• 異業種参入によるビジネスモデルの変化

•低
 金利に耐えうる収益構造への
転換
• お客様目線経営のさらなる進化
• テクノロジーによる競争力の強化

• 感染症リスクの顕在化によるライフスタイルの変化

• グループシナジーの最大化

価値創造の基盤における重要項目
•テ
 クノロジー：技術を活用した商品・サービスにより安心・安全の提供、利便性の向上

戦略上、重視する指標

•人
 材：お客様本位の理念と技術を活用した先進的なビジネスモデルの訴求による優
秀な人材の獲得、研修・教育プログラムを通じた専門性の高い人材の輩出

• 営業利益
• ROE

•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

＊1 個人保険および個人年金保険の合計。2021年3月末時点

事業戦略
戦略の背景

において一層高まっています。
ソニーの金融事業は、誕生時より従来の金融機関と異

日本の金融市場は、人口減少や少子高齢化・長寿化、
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ループ視点で構築・推進していく必要があると考えてい
ます。

なるビジネスモデルを追求し、お客様一人ひとりのニー

低金利の継続などを背景に、中長期的に市場規模の縮

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

小や収益マージンの低下、競争激化が予想されます。
ま

スを提供してきましたが、経営環境は厳しさを増していま

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

す。私たちのビジネスモデルへのチャレンジが顕在化して

術革新によって、金融業界への異業種参入が進んでいま

いることを客観的に認識し、厳しい環境を勝ち抜く戦略

中期経営計画では、
「 “自己変革”を通じた企業価値最

す。加えて、顧客本位の業務運営の意識が金融機関経営

を、
ソニーフィナンシャルホールディングス主導のもと、
グ

大化」を基本方針に掲げており、グループ経営力を強化

戦略の方向性

事 業 別 の 価 値 創 造 ／金 融

し、
グループ全体として収益性をともなった持続的成長
を目指していきます。

第4の柱は「テクノロジーによる競争力の強化」
です。
テ
クノロジーはソニーの金融事業の大きな強みですが、
ソ

これを実現するための戦略の第1の柱は、
「コア・ユニー

ニーフィナンシャルホールディングスの完全子会社化を

クな競争優位性の徹底強化」
です。
ソニー生命の強みは、

機に、
その活用を加速させていきます。
ソニーグループの

圧倒的な顧客接点と関係性を持つライフプランナーで

データ分析アルゴリズム、
センシングやAI技術などの活用

す。
ライフプランナーのコンサルティング力を向上させる

の検討やR&D連携を強化します。
ソニーグループのテク

とともに、コンサルティングツールの進化やデータの分

ノロジーとソニーフィナンシャルグループの金融ビジネス

析・活用、法人営業の一層の強化などにより、生産性のさ

の知識・経験を掛け合わせ、新たな価値創造を追求して

らなる向上を目指します。
ソニー損保は、
ダイレクト自動

いきます。

独自のリモートコンサルティングツール

車保険でブランド・シェアを堅持・強化しながら、
データア

第5の柱は「グループシナジーの最大化」です。
コアバ

ナリティクスをはじめとするテクノロジーの活用を一層強

リューであるライフプランナーを金融グループ全体の戦

支える人材戦略やテクノロジー強化に取り組み、
ライフプ

化していきます。
ソニー銀行は、引き続き住宅ローン事業

略推進の主軸と位置づけ、
グループ各社の協業促進を通

ランナーを安心・夢を提供する魅力ある職業として確立

を中心に、外貨ビジネスの拡充、他社とのアライアンスの

じ、お客様への提供価値を最大化していきます。各社間

していきたいと考えています。具体的には、厳選採用を継

活用などを通じ、顧客基盤のさらなる拡充を図ります。

の送客強化を通じたクロスセル促進とともに、顧客デー

続しながら採用活動を強化するとともに、初期育成の徹

第2の柱は、
「 低金利に耐えうる収益構造への転換」で

タ基盤の統合を推進し、顧客基盤とデータ基盤の強化を

底やキャリアに応じた教育制度の充実、多様な働き方の

す。商品ミックスの改善として、
これまで注力してきたファ

進めます。なお、こうした金融グループの一体経営を推

推進などを進めます。テクノロジー面では、新型コロナ感

ミリー層に加え、法人や資産形成・シニア層などのニー

進するため、2021年10月には持株会社の社名を
「ソニー

染症対策だけでなく、
お客様のニーズに合わせた面談を

ズをとらえた商品・サービスを強化するとともに、金利リ

フィナンシャルグループ株式会社」
に変更する予定です。

可能とする、独自のリモートコンサルティングツールの活

スクの低い商品の比率を高め、収益構造の強化を図り

用を進めるほか、新たなライフプランニングツールの導入

ます。
また、デジタル化や業務の見直しを通じてオペレー

を予定しています。加えて、
データ分析の深化により、提案

ション効率を上げ、事業費率を低減すると同時に、低金

価値創造の基盤強化に向けた主な取り組み

また、金融事業で働く社員一人ひとりの能力・個性を

利に対応した資産運用の高度化を図っていきます。
第3の柱は、
「お客様目線経営のさらなる進化」です。
ソニーの金融事業各社は、長年にわたってお客様満足度

を強化していきます。

グループ戦略の軸となるライフプランナーの強化とDE&I

最大限に生かし、多様なニーズに応える商品・サービスを

推進

提供するためにも、全社的なDE&Iの推進が重要です。
お

において高い評価をいただいています。今後は、
より高

社会構造が変化する中、
お客様が安心・安全な生活を

客様一人ひとりに寄り添う土壌をつくり上げ、自由闊達

い次元で満足いただけるよう、顧客体験の進化やお客

享受するためには、保障提供に加え、資産形成や事業承

で異なる意見を尊重し合う風土が価値創造の源泉にな

様満足度の向上を計測・分析する指標としてNPS （Net

継など、専門的かつ多岐にわたる金融コンサルティング

ります。金融事業にて新たに設定したバリュー（価値観）

Promoter Score）＊2を活用していきます。顧客接点ごと

ニーズに応えていく必要があります。一方、専門人材の獲

の定着を図るほか、金融事業各社、
ソニーグループの各

の詳細な満足度を把握し、
フィードバックしていくことで、

得競争は激化しており、金融事業のコアバリューであるラ

社との連携、人材交流を積極化していきます。

より良い顧客体験の構築とお客様目線を堅持した経営

イフプランナーの陣容強化は重点課題となっています。

＊2 N
 PS®は、ベイン・アンド・カンパニー、
フレッド・ライクヘルド、サトメトリック
ス・システムズの登録商標です。

Ⓡ

に注力します。

こうした中、金融事業では、
ライフプランナーの進化を
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コーポレート・ガバナンス

取締役会議⻑・
指名委員会議⻑メッセージ

監査委員会議⻑メッセージ

隅 修三

岡 俊子

取締役会議長
指名委員会議長

監査委員会議⻑

新型コロナウイルス感染症が猛威をふるう中、2020年度、
ソニーは、経営陣と社員
の努力により好業績をおさめることができました。

2021年6月より監査委員会議長に就任いたしました。
ソニーの監査委員会は、３名の独立社外取締役で構成されており、取締役および

取締役会においても、社員や家族の安全と健康を守るための取り組み、
リモート環

執行役の職務執行の監査と会計監査人の監督を担っております。
ガバナンス体制の

境下でのビジネス運営、感染症の影響を受けている人々やコミュニティへの支援活動

構築のために重要となっているのが、監査委員会・内部監査部門・会計監査人による

などについて、経営陣からタイムリーな報告を受け、
その内容を確認、議論しました。

「三様監査」ですが、
この観点から、
ソニーの監査委員会は会計監査人や内部監査部

議長としては、日、米、欧に居住している取締役が一か所に集まることができない

門との適切な関係の確保に取り組んでまいりました。

中、いかに、オンラインでの会議の質を保ち、取締役会や指名委員会の実効性を確保

2020年度における新型コロナウイルス感染拡大は監査活動にも影響し、監査業務

していくかに腐心しましたが、中・長期の経営計画、戦略的な投資案件、地政学リスク

を行う環境がオフィスから自宅へ変わりましたが、
システムやワークフローを活用す

への対応、CEOの後継計画や取締役会の体制などの重要案件について、質の高い議

ることにより、日本を含むグローバルにおいてコロナ前と同程度の監査を実施するこ

論ができたと考えています。

とができました。

2021年度は新たな中期経営計画の初年度となります。株主を含む多様なステーク

2021年4月より新しいグループ経営機構が開始されましたが、内部統制等の報告

ホルダーの視点で、引き続きソニーグループの経営をしっかりと監督、
そしてサポート

体制がより明確になりましたので、各部門との意思疎通を迅速に行うとともに、完全

し、
ソニーグループの中長期的な企業価値の向上に寄与してまいりたいと考えており

子会社化された金融事業や経営への重要度が増すエンタテインメント事業、設備投

ます。

資金額が大きなイメージング&センシング・ソリューション事業への理解を深め、監査
委員会による監査活動の品質向上に努めてまいります。
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報酬委員会議⻑メッセージ

情報セキュリティ担当取締役メッセージ

ウェンディ・ベッカー

ティム・シャーフ

報酬委員会議⻑

情報セキュリティ担当

ソニーの経営陣の報酬体系は、当社の経営目標と戦略に沿って、
グループおよび事

インターネットによって、私たちの働き方や娯楽は様変わりしました。創作やコミュ

業の中長期的な成長を支援するために設計され、定額報酬、業績連動報酬、株式を用

ニケーションの手法、社会とのかかわり方までもが一変しています。
ソニーの顧客や

いた長期インセンティブ報酬で構成されています。
ソニーグループの経営陣が、株主

パートナー、従業員、投資家の方々は、
ソニーに機密情報、個人情報の保護を託し、
ソ

および多様なステークホルダーの期待とベクトルを合わせて、中長期的な企業価値向

ニーの多様な事業の円滑で信頼できる運営を求めています。実効性のある情報セ

上を目指していくためのインセンティブとして有効に機能するよう、適切な報酬水準

キュリティ管理とデータプライバシー対策によってステークホルダーの信頼、信用を保

や報酬構成を設定しています。

ち続けることは極めて重要です。

例年、報酬委員会では、
ソニーの戦略を実現するために経営陣のモチベーションを

私は、情報セキュリティ担当取締役として、ソニーの情報セキュリティ活動が 、

高め、成長を促す目標を設定することを目指しています。昨年、当委員会では、
グルー

Sony’s Purpose & Valuesに則り実施されていることを、取締役の視点で監督して

プの財務実績に加えて、
シナジー効果を生むグループ内のさまざまな協業や、
グルー

います。
ソニーの情報セキュリティチームは、第四次中期経営計画期間においては、

プ全体および各事業におけるESG（環境・社会・ガバナンス）活動への評価をより重視

新たなサイバー脅威からソニーを守るとともに、
「世界の10億人とつながる」
というビ

しました。

ジョンに向けた持続的成長を後押しすべく、新しいテクノロジーの追求に取り組みま

2021年度は、
ソニーの第四次中期経営計画を推進するにあたり、中長期的な価値
創造に向けた取り組みに引き続き注力していきます。

す。
そして、情報セキュリティプログラムを軸に、
ネットワーク化された世界の課題と機
会に対応してまいります。
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取締役一覧（2021年7月31日現在）
氏名

取締役構成に関する考え方
ソニーは、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、法令お

1

吉田 憲一郎

2

十時 裕樹

よび取締役会規定に定める資格要件を満たす社外取締
役で構成するよう、指名委員会において取締役会の構成

1 吉田 憲一郎

2 十時 裕樹

3 隅 修三

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

3

隅 修三＊
（取締役会議長）

4

ティム・シャーフ
（非業務執行取締役）

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、
ソニーからの独立性に加え、取締役会におけるジェン
ダーや国際性を含む多様性の確保、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目指した経営を
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

4 ティム・シャーフ

5 岡 俊子

5

岡 俊子＊

6

秋山 咲恵＊

7

ウェンディ・ベッカー＊

8

畑中 好彦＊

9

アダム・クロージア＊,＊＊

10

岸上 恵子＊

11

ジョセフ・クラフト＊

6 秋山 咲恵

を選定しています。
取締役の員数は、当社取締役会規定において8名以上
14名以下としており、2005年以降、取締役会の過半数は
社外取締役により構成されています。
また、2021年7月31
日時点において、取締役会議長は社外取締役が務めてお
り、監査委員会、指名委員会および報酬委員会はいずれ
も、委員全員が社外取締役です。
7 ウェンディ・ベッカー

10 岸上 恵子
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8 畑中 好彦

11 ジョセフ・クラフト

9 アダム・クロージア

＊ 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
2021年7月31日現在
所属委員会／アサインメント
役職／経歴

在任年数

監査委員

指名委員

報酬委員

代表執行役

会長 兼 社長 CEO

7年

—

代表執行役

副社長 兼 CFO

2年

—

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

4年

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

8年

株式会社岡＆カンパニー 代表取締役
明治大学 グローバル・ビジネス研究科

3年

株式会社サキコーポレーション

専任教授

ファウンダー

2年

アステラス製薬株式会社

2年

代表取締役会長

企業のCEO／
経営トップ

●

議長

議長

グローバル
多様性
ビジネス （性別／国籍）

●

エンジニア
リング／
IT／
テクノロジー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

議長

2年

Logitech International S.A. 取締役会議長
Great Portland Estates plc 社外取締役

情報
セキュリティ
担当

経験・専門性（社外／非業務執行取締役）

●

関連
業界／事業

●
(金融)

財務／経理

リスク
管理／渉外

●

●

●

●

(IT/ソフト
ウェア)

●

●

●

●
(IT/
デバイス)

●

●

(通信/
民生品)

●
(ヘルス
ケア)

●

●

●

Whitbread plc 取締役会議長
元 ITV plc CEO
元 Royal Mail Group Ltd. CEO

1年

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
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

●

●

●

1年

●

●

1年

●

●

(メディア/
エンタ
テイン
メント)

●
(金融)

●

●

●

●

●

＊＊ 当社は2021年8月17日、
アダム・クロージア氏が、2021年12月31日付で当社取締役を退任することを発表しました。
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ソニーにとってのガバナンスとは

ステークホルダーの皆様からのさらなる信頼を得るた

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）

めにも、優れたガバナンスの仕組みが、ますます重要に
ソニーの歴史は、展開する事業や地域、さらには資金

なっています。
これからも、
ガバナンスのさらなる強化に

調達の方法が多様化していく中、いかに効果的にグルー

取締役会の独立性と監督機能の強化

取り組んでいきます。

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

ガバナンスのキーは健全な緊張関係

きた歴史でもあります。
その経緯から、
ソニーにとっての

実効性の高いガバナンスを実現するため、
ソニーでは、

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

取締役会と経営陣の間における健全な緊張関係を重視

の向上を目指した経営を推進するための基盤であり、極

しており、
その観点から、監督機能を担う取締役会と、業

めて重要なものととらえています。

務執行機能を担う経営陣とを明確に分離しています。

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、11名中8名が社外取締役

●

取締役会議長には社外取締役を選定

●

●

監査・指名・報酬の各委員会はいずれも、社外取締役
のみで構成
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。

ソニーのPurpose（存在意義）を実現し、企業としてサ

取締役会が、各委員会を活用しながら、主に経営の基

ステナブルな成長を果たしていくために、現在は、
「 経営

本方針をレビュー、承認したうえで、
その進捗を確認する

の客観性と透明性・健全性の確保」
と
「迅速な意思決定

とともに、人事権の行使も含め必要に応じて経営陣に是

の実現」をテーマに効果的なグループ経営の実現に継続

正を促すことで監督責任を果たします。
また、経営陣は、

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

取締役会に対して説明責任、結果責任を果たすことを旨

的に取り組んでいます。

●

することで、経営のスピードを確保。

執行と監督を明確に分離し、取締役会の独立性と監督

としています。
これらが効果的に行われるよう、取締役会

機関としての機能を強化することで、経営の客観性と透

においては執行側から独立した社外取締役が過半数を

明性・健全性を確保するとともに、業務遂行に関する権

占め、
かつ、議長も社外取締役が務める体制を確保する

●

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

ことが重要と考えています。

●

社外取締役比率

72.7％
監査委員会： 100％
取締役会：

●

指名委員会： 100％

●

報酬委員会： 100％

より、迅速な意思決定の実現を可能にしています。

事業の多様化に合わせたガバナンスの進化
ゲーム事業 参入

●
●
●

1945

1950

1955

1960

1965

1946 創業

国内音楽事業 参入
1970

●

1975

生命保険事業 参入
1980

●

1985

映画事業 参入

●

●金融持株会社 設立
損害保険事業 参入（2007年上場）

海外音楽事業 参入
1990

●

1995

2000

2005

1971 社外取締役選任開始

2003 委員会等設置会社＊1、2移行

1961 米国預託証券（ADR）発行＊1、US-GAAPベースの連結決算導入＊1
1960 米国Sony Corporation of America設立
1958 東京証券取引所上場

2010

2005 取締役会の過半数を
社外取締役に

1970 ニューヨーク証券取引所上場＊1、四半期決算導入

1998 報酬、指名委員会（任意）設置
1997 執行役員制導入＊1
＊1 日本企業として初
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銀行事業 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

●

2015

2020

2021
ソニーグループ
株式会社 発足
2020 金融持株会社の
完全子会社化
2015 分社化の推進

＊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

コーポレート・ガバナンス

取締役会・各委員会の役割と年間スケジュール

を占める取締役会がその監督機能を十分に発揮できる

ンプランのレビューを行っています。報酬委員会は、取締

よう、
ソニーグループの個々の事業に対する各取締役の

役、上級役員、
その他の役員の報酬方針の決定と、
その報

取締役会は、
ソニーグループの経営の基本方針を決定

理解を深めることを目的として、定期的な事業所訪問の

酬方針に基づく取締役・執行役の個人別報酬の決定なら

するとともに、業務執行の監督を行っています。
その一環

実施や、3日間にわたる取締役ワークショップを実施する

びに執行役以外の上級役員の個人別報酬の決定状況の

として、監査・指名・報酬の各委員会メンバーの選定およ

などの工夫をしています。

監督を行っています。監査委員会は、取締役・執行役の職

び解職、上級役員の選解任もしくは選解任状況の監督な

指名委員会では、株主総会に提出する取締役候補者に

どに関する権限を有しています。
また、社外取締役が大半

関する議案の決定と、CEOその他の役員のサクセッショ

務執行の監査と、会計監査人の監督を行っています。

2020年度 取締役会・委員会の年間スケジュール
6月

取締役会・委員会の開催日

10月

1月

4月

取締役会

実績レビュー
（主に決算）
ESG報告

戦略ワークショップ／
中期経営計画レビュー

●

情報セキュリティ報告

年度事業計画レビュー

情報セキュリティ報告

実効性評価

事業所訪問

指名委員会

取締役候補の選任方針の整理

取締役候補の検討、選定
CEO サクセッションプランレビュー

報酬委員会

報酬方針を踏まえた各要素を決定
（KPI含む）
譲渡制限付株式の付与の決定

報酬方針等の検討・決定

ストック・オプションの
付与の決定

業績連動報酬に関する評価・支給

監査委員会

●

監査計画決定

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

監査意見作成
監査報酬の確認

職務執行の監査（マネジメントインタビュー）
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ガバナンスの継続的な改善

る外部専門家による第三者評価の結果、
ソニーの取締役

ソニーは、今回の評価結果と各取締役から提示された

会は、取締役の自己評価、日本・欧米のグローバル企業と

多様な意見や外部専門家から例示された視点も踏まえ

ソニーのガバナンスは経営体制そのものであり、
その進

の比較などの諸点から、高く評価されるべき構成および

て、継続的に取締役会および各委員会の機能向上に取り

化の歩みに終わりはありません。
ソニーでは、取締役会お

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

組みます。

よび各委員会の実効性評価を2015年以降毎年実施して

て、取締役会において、取締役会および各委員会の実効

います。2020年度の活動を対象とした実効性評価におけ

性は十分に確保されていることを確認しました。

取締役会の実効性向上のための主な施策
2018年度

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）

● 

2019年度

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

● 

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

● 

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、

64

2020年度

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

● 

社外取締役を含む非業務執行取締役の経験・専門性
に関するスキルマトリックスの開示

● 

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を継続実施

● 

ク管理体制の整備・運用を推進しています。
また、
グルー

性資産の減損損失の計上」
「新技術や配信プラットフォー

プリスク管理を担当する執行役は、関連部門による活動

ムの普及による消費行動の変化」などがあると考えてい

を通じて、
ソニーグループのリスク管理体制の整備・強化

ます。

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

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

めの新たなコストの発生」
「 各国の貿易制限、経済制裁

に必要な体制の構築・維持を行う権限と責任を持ち、
リス

措置などによるグローバルな事業展開への影響」
「 長期

2020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。
投資家情報＞IR資料室＞有価証券報告書等
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html

コーポレート・ガバナンス

報酬に関するインセンティブ性と透明性の確保
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を決定し、
また報酬方針に基づく取締役および上級役員の個人別報酬の額および内容の決定もしくは決定状況の監
督をしています。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（2020年度）

報酬の種類

第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査
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、構成を右表のとおりとして

定額報酬

● 

株価連動報酬

● 

（譲渡制限付株式）

おり、短期的な業績に連動する報酬は設定していません。

報酬の種類

ソニーグループまたは各事業の業務執行の中核を担う

定額報酬

経営層であることに鑑み、
業績の一層の向上を図るため、

業績連動報酬

＊ご参考：長期視点を促す役員報酬構成（2020年度）

CEO
CFO
CTO
その他の
執行役

24%
28%
32%
■定額報酬

17%
19%
■業績連動報酬

職責および人材確保の観点から適切な金額となるよう設定

● 

具体的には、以下の
（1）
および（2）
の指標の達成度を踏まえて、標準支給額に対し、原則0％から200％の範囲で
支給額を変動させる
（１）支 給対象年度における、ROE（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・フロー等の業績関連指標のうち、担当領域に応じて設定された指標の達成度
（２）担当領域に関する個人業績の達成度。
この中には、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む
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支給額の合
計額）全体のうち、適切な割合となるように設定

ストック・オプションおよび譲渡制限付株式を付与

● 

株価連動報酬
（ストック・オプション
株式）

62%

14%

概要

● 

および譲渡制限付

64%

18%

18%

※2017年度以降については、取締役向けの株式退職金を譲渡制限付株式に置き換えており、2020年度は新規のポイント
付与を実施せず

● 

のとおりとしています。各報酬項目の水準・構成比は、業

2020年度の執行役の報酬構成は以下のとおりです。業績連動報酬に
ついては、標準支給額を用いています。株価連動報酬については、ス
トック・オプションの2020年度の付与日時点の１株当たりの公正価
値および譲渡制限付株式の2020年度の発行価額を用いて算出して
います。
そのため、実際の支給額を反映した報酬構成は、以下とは異
なります。

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を支給

中長期および支給対象事業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
な仕組みや指標を設定

て有効に機能させるという基本方針のもと、構成を右表

チマーク調査に基づき、
職責に応じて設定しています。

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

● 

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

績および株主価値への連動を重視し、第三者によるベン

職責および人材確保の観点から適切な金額となるよう設定

● 

株式退職金

上級役員の報酬方針（2020年度）

概要

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、適切な制限や行使条件を設定

● 

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に設定

● 

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者ほど、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＊

● 

55%
49%

株式退職金

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上級
役員に付与し、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

● 

■株価連動報酬
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グループ情報

財務・非財務情報の開示媒体

会社概要（2021年3月31日現在）
ソニー株式会社（Sony Corporation）

会社名

（2021年4月1日付でソニーグループ株式会社
（Sony Group Corporation）
に商号変更）
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

1,449社

統合報告書「Corporate Report 2021」
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

連結子会社：1,414社（変動持分事業体を含む）
持分法適用会社：135社

｢投資家情報」ウェブサイト

関連会社：152社
連結従業員数

109,700名

上場証券取引所

国内

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

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

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）

発行済株式の総数 1,261,058,781株
株主数

384,047名

所有者別の持株比率
外国人 59.7
■一般法人 1.3

（単位：％）

金融機関 25.1
■証券会社 1.4

個人・その他

10.8

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2021
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
• コミュニティとのかかわり

■自己株式 1.7

ESGインデックスへの組み入れ状況
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FTSE Russell (the trading name of FTSE International Limited and Frank Russell Company) confirms
that Sony Group Corporation has been independently assessed according to the FTSE4Good
criteria, and has satisfied the requirements to become a constituent of the FTSE4Good Index
Series. Created by the global index provider FTSE Russell, the FTSE4Good Index Series is designed
to measure the performance of companies demonstrating strong Environmental, Social and
Governance (ESG) practices. The FTSE4Good indices are used by a wide variety of market
participants to create and assess responsible investment funds and other products.

THE USE BY SONY GROUP CORPORATION OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES
HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF SONY GROUP CORPORATION BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF
MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED `AS-IS' AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.
THE INCLUSION OF SONY GROUP 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 GROUP 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.

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。なお、2021年度の連結財務
諸表及び通期の連結業績の⾒通しは、国際財務報告基準（IFRS）
にも
とづき作成していますので、
ご留意ください。
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。

編集方針
『Corporate Report 2021（ 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：ソニーグループ株式会社および連結子会社・連結対象会社
対象期間：2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）
ただし、一部については2021年8月17日までに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、
ソニーグループ株
式会社およびソニー株式会社と区別しています。
ソニーグループと
は、
ソニーグループ株式会社および、
ソニーグループ株式会社の出資
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」
をご参照ください。

関連会社一覧
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/
Subsidiaries/

ソニーグループ会社リンク集
https://www.sony.com/ja/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
ソニーグループ株式会社
〒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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