




ソ二一株式会社および連結子会社

営業成績 単位:千米ドノレ
(i主3己 1)

会計年度
主主 L 主当「
ソしーL同1

営業利益

当期純利益(注記2)

1株当 り(円，米ドノレ) : 

当期純利益

現金配当金

現金配当金(注記3)

会計年度末

資本勘定

総資産

単位百万円

1991勾三3月 31 日 1992年3月 3 1 日
に終了 した1年間 に終了した1年間

-￥ 3.616.517 ￥3，821，582 

297 ,449 166,278 
116,925 120,121 

￥ 285.9 ￥ 293.1 

50.0 50.0 

45.5 

-￥ 1 ，476 ，414 ￥1，536，795 

4,602,495 4,911,129 

112,900 119,000 

増減率

十 5.7%

44.1 

+ 2.7 

十 2.5

+ 4.1 
+ 6.7 

$28,733,699 
1,250,211 

903,165 

s 2.20 

0.38 

$11,554,850 
36,925,782 

従業員数

注記 :1.米ドノレ金額は、便宜上、 1992年 3 月 31 日現在の東京外国為替市場での円相場 1 米ドノレ二133円で換算しています(連結財務諸表注記 2 参照) 。

2.1992年 3 月期の当期純利益には、子会社株式売却益615億44百万円が含まれています (37ページ注記 4 参照)。

3.1991年 5 月 22 日に決議された株式分割による無償新株式発行にともない、前年度の 1 株当り配当金は45.5円に修正されています。

売上高(単位ー十億円)
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園田噂..  車盟聖書堅四圃彊田空馬頭醸酒圃圃隅盟国盟関酪 1,555 

当期純利益(単位 :十億円)
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1株当り当期純利益(単位:円)

'92 

'91 

'90 

'89 

'88 

画面鵬踊踏襲醐極官一?士一旦ーー一一-二描画園田園面園出園田園田

lg恐織糊轍哩画自曹里田園田両昨圃園田園田園田園田田園田園司書控需型

219.7 

137.2 

3,822 

3,617 

120 

117 

103 

293.1 

285.9 

279.0 



l 株主の皆様ヘ | 

当年度 (1992年 3 月 31 日に終了した 1 年間)の世界経済は、米

国経済が、度重なる金利引下げにもかかわらず、個人消費の低

迷と在庫調整の遅れから、依然として本格的な回復が見られなし、

まま推移し、欧州においても、概して堅調に推移してきたドイツ経済

が、景気後退局面に入札その他の欧州各国の景気停滞も予想

以上に長期化してまいりました。一方、日本経済についても、株式

市場の歴史的な大暴落により金融・資本市場が一段と混迷到来

め、設備投資の不振と個人消費の急激な落ち込みを主因に、年

度後半より急速に不況感が強まってまいりました。さらに、日本を中

心としたAV機器市場の極度の不振、価格競争の蛾烈化、欧米

主要通貨に対する円高の一層の進行など、当社を取り巻く事業

環境は、かつて経験したことのないほどの厳い、ものとなりました。

このような環境に対処するため、当社は、全部門にわたる合理化・

効率化の推進、販売活動の強化、在庫の適正化などに努めまし

た。また、当社は中長期的な成長のために必要不可欠と考え、半

導体や“ミニディスク"(MD) システム、 HDTV(高精細度テレビ)
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関連機器に対する投資を積極的に行ってまいりました。この結果、

当年度の研究開発費、減価償却費は前年度に比べて各々約

350億円、約510億円増加しました。円高により売上が約2 ， 110億

円目減りしたことをはじめ、予想、を超える事業環境の悪化によりこ

れらの固定費の増加が売上の伸び、を上回ったことなどにより連結

業績は大幅な悪化を余儀なくされました。

-業績概要

当年度の連結売上高は、前年度に比べ5.7%増加し、約 3 兆

8 ， 220億円となりました。日本における売上は前年度に比べl. 6%

の微増となりましたが、その他地域の売上は引き続き大変好調に

推移しました。また、米国および欧州の売上は、現地通貨ベース

での好調(米国および、欧州のエレクトロニクス分野の売上は各々

前年度比約16%増、約13%増)にもかかわらず、急激な円高(対

米ドノレ平均レートは前年度に比べて約 6%、対マノレクおよび、ポン

ド平均レートはともに同約13%の円高)の影響を受け、それぞれ



代表取締役会長・盛田昭夫(左)と代表取締役社長 ・大賀典雄

5.2%、 6.1%の増加にとどまりました。

zレクトロ二クス分野:エレクトロニクス分野てやは、ビデオ機器部

門の売上は、放送局用・業務用機器の市場低迷の影響を受け、

減少しました。音響機器部門てやは、 CDプレーヤーやヘッドホンス

テレオ“ウォークマン"などの売上が増加しました。テレヒ守部門で

は、民生用カラーテレビ、コンピューター用ディスプレイがともに堅

調に推移しました。 その他製品部門ては、半導体・電子部品・情

報関連機器などの売上が拡大しました。

工ンタテインメント分野:エンタテインメン卜分野てやは、レコード

音日門において、マイケノレ・ジ、ヤクソンをはじめ、ポップス、カントリ ー

からクラシックに至る幅広いアーテイストが活躍しました。 しかしなが

ら、ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメントネ土 (SMEI)の 1 部門

て\映画および音楽ソフトの通信販売会社であるコロンピア・ハウ

ス社が米国タイム・ワーナ一社の子会社とSMEIの各々50%共

同出資となったことにともない、 連結対象会社から持分法適用会社

になったため、売上は前年度に比べ減少しました。仮にこの影響
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がなカ3ったとすると、同部門の売上は前年度比約11%伸びたことに

なります。映画部門では、「ターミオ、ータ- 2 J や「フック」なEのヒッ ト

作品に恵まれ、米国において1991年の年間劇場興行収入シェアが

20.0% (米国ノfラエティー誌による)となり、ソニー・ピクチャーズ・

エンタテインメント社 (SPE) が、他社を圧倒的に号|き離して 1 位を

獲得しました。

利益面てやは、円高をはじめとする事業環境の悪化により売上が

当初の見込みを下回り、固定費が売上の伸び以上に増加する結

果となったことなどから、当年度の営業利益は約1 ， 660億円と前年

度に比べ44.1%の減少となりました。

一方、 当期純利益は前年度に比べて2.7%増の約1 ， 200億円

となりました。 この中には、 1991年11月、 (械ソニー・ミュージ、ツクエン

タテインメン卜が、東京証券取引所市場第二部上場に際し、新株

式を発行したことによる子会社株式売却益約615億円が含まれて

います (37ページ注記 4 参照) 0 1 株当り 当期純利益は、前年

度比2. 5%増の293.1円となり、また、当年度末の 1 株当り純資産

は、前年度末の3 ， 964円に対し4 ， 119円となりました。

当年度の設備投資額は前年度に比べて10.1%増加し約

4 ， 530億円に達しました。また、研究開発費は、前年度に比べて

16 . 9%増の約2 ， 410億円となりました。 これは売上高の6.3%に相

当 します。 これらの投資は半導体やMDシステム、 HDTV関連機

器などの開発および生産設備の増強に充てられました。減価償却

費は約2 ， 650億円と前年度に比べ23 .9%の増加となりました。

当年度の配当金につきましては、東京において1992年 6 月 26

日に開催予定の株主総会の承認を得て、 1 株につき50円(源泉

税控除前)となる予定です。 1991年12月に25円を中間配当として

すでにお支払いしていますので、期末配当金は 1 株につき25円

(源泉税控除前)となります。 また、 当年度におきましては、 1991年

9 月 30 日現在の株主に対しまして、同年11月 20 日付をもちまして、

1 株につきl. 1株の割合をもって株式分害Ij (無償交付)を実施さ

せていたfごきました。



-良き企業市民として

環境保全へのIfXQ;留み: 1990年10月、当社は日本において地球

環境委員会を発足させたのに続き、当年度には米国、欧州、東南

アジアの各地域にも同委員会を設置し、地球環境を保護するため

のグローパノレな活動ができる体制を整備しました。

現在、ソニーグループ各社はオソマン層破壊物質であるクロロ

フノレオロカーボン (CFCs) と1 ， 1 ， 1- トリクロロエタン (TCE) 全廃

のための活動に取り組んでやおり、すでに日本の17事業所および

海外の 3 事業所で生産用CFCsの全廃を達成しました。

在会への貢献:当社は、世界各地域で福祉・教育・文化芸術・

国際交流・環境等のさまざまな分野て支援・助成活動を行ってい

ます。

日本てやは、ソニーグノレープ各社による支援活動に加え、ソニー

教育振興財団が小中学校に対する助成を、また、ソニー音楽芸

術振興会がクラシック音楽の振興を行っています。米国てやは、ソ

ニー・ユー・エス・エー・ファウンデーションが寄付・助成活動を

行っています。また、 SMEIは芸術・教育・医療に対する助成を行

っており、 SPEもメディアを積極的に活用した教育活動の促進に

努めています。

-舎後の経営施策

当社は、短期的には一層の設備投資の厳選と在庫管理の徹底、

全部門にわたる合理化・効率化なEを推し進めることにより、収益

性および財務体質の改善を図り、また、中長期的な観点からは以

下の諸施策を講じ、業績の回復と事業の着実な発展をめざしま

す。

第 1 に、民生用エレクトロニクスの分野におきましては、独創的

かつ付加価値の高い新製品の開発・導入により、商品力を強化

し、ヒット商品の創出に努めてまいります。また、 MDシステムの導入

やHDTV関連事業の拡大なEにより、市場の創造と活性化に努

めるとともに、コンピューターとAV機器を融合するマノレチメディア

関連機器分野にも取り組んで、まいります。
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第 2 に、産業用エレクトロニクスの分野におきましては、放送局

用・業務用ビデオ機器分野における事業基盤をより強固なものと

する一方、半導体、電子部品、記録メディア、コンピュータ一、通

信関連機器など、将来のエレク卜ロニクス事業の発展に不可欠な

事業領域の強化・育成に取り組んで、まいります。

第 3 に、ソフトウェア事業におきましては、 SMEIおよびSPEの両

社を中心に、音楽・映像の両面から事業を強化するとともに、今後

のMDシステム、 HDTV関連機器などの事業において、エレクトロ

ニクス事業との連携を図ってまいります。

第 4 に、海外での事業展開については、研究開発、部品調達

から生産、マーケテイングに至るあらゆる面での現地化を積極的

に進めることにより、地域に密着した展開を図ってまいります。

1992年 5 月 21 日

代表取締役会長

し幻 )~íi 人
代表取締役社長

人 ~ ~グ íti



家庭用VTR、レーザーディスク

プレーヤ一、放送局用 ・業務用

ピデオ機器、 HDTV関連機器、

ピデえテープ

l j均 11

音響機器

CDプレーヤー、ミニコンポーネン

トステレオ、ハイフアイコンポー オ、

ント、ラジオカセットテーフ。レコー

タ浄一、ヘッドホンステレオ、 DAT

機器、ラジオ、カーオーディオ、オ

ーディオテープ、プロ用音響機

器、超小型デジタルマイクロレコ

ーダρ一、トランシーノ~"-

カラーテレビ/モニタ一 、 HDTV

関連機器、衛星放送受信システ

ム、 プロ ジ、エクター 、業務用ディス

プレイ、大型ディスプレイ

半導体、電子部品、情報関連機

器、通信機、コンピューターおよ

び周辺機器、ファクトリー ・ オートメ

ーション







を採用し、高画質映像を損なうことなく高精

度な手振れ補正を実現した“ハンディカ

ム"シリーズの最上位モデノレを日本で発

売しました。順次海外への導入も行ってい

く予定です。今後も“ハンディカム"シリー

ズをさらに拡充するとともに、衛星放送用チ

ューナー内蔵型デッキやカラービデオプ

リンターなどを加え、 需要の一層の拡大を

図っていきたし、と考えています。

-家庭用1/2インチVTR.

レーザーディスクプレーヤー

1/2インチVTRについては、ベー夕方式か

らVHS方式まで幅広いラインアップ。を取り

揃えています。当年度は、簡単操作の

VHS方式VTRモデノレが日米を中心に

大きく売上を伸ばしました。 1992年 3 月に

は、大ヒットを記録したこのモデルの後継

機種として、使い易さに徹したハイファイ モ

デノレを日本で発売しました。 また、 1992年

4 月には、衛星放送チューナ ー 内蔵の

VHS方式VTRの新機種を発売しました。

レーザ、ーディスクプレーヤーについて

は、ディスクを裏返す子聞を省き映画やオ

ペラなどの長時間ソフトの再生に最適な両

面自動再生モデノレを発売し、ラインアッフ。

の充実を図っています。
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-放送局用 ・業務用ビデオ機器

TV局やプロダクションハウスでの番組制

作や、局の番組送出の標準機として使用

されている D-2フォ ー マット ・ デジタノレ

VTRのラインアップに、新たに再生専用

機を加えました。また、全世界て、、15万台の

普及実績を持つ“ベータカムSP"VTRの

ラインアップに、 D-2 VTRのデジタノレ入

力に直接接続できるD-2デジ、タノレ出力つ

きの“ベータカムSP"プレーヤー を加え、

D-2フォーマットの一層 の普及を促進して

まいります。 これらの新機種は、 1992年 4

‘ 使い易さをさらに追求したVHS方式
VTRの新製昂は、前面iこAV入出力

端子を装備することにより、カメラ一体

型ビデオ等他のAV機器との接続を容

易にしました。



月に米国ラスベガスで開催された'92

NABショーに出展され、好評を博 しまし

た。

機材の信頼性、機動性が最優先される

報道や番組ロケの分野て\“ベータカム

SP"フォーマットのCCDカメラ一体型ビデ

オは、 CCD撮像素子の優れた信頼性・耐

久性に加え、カメラとビデオの完全一体型

ならではの小型・軽量、優れた機動性によ

り、広く普及しています。より高度な映像表

現を可能にするため、 1992年夏には、さら

に解像度の高いCCDを搭載した新機種を

発売する予定です。

企

3板式CCD搭載の高画質業務用カメ

ラ一体型八イエイト 8ミリビデオは、企

業からアマチュアカメラマンまで幅広い

お客様を対象としたモデルとして、 7992

年夏の発売を予定しています。

HDTV(高精細度テレビ)システムは、

放送や産業用途をはじめ、映画製作や

CM制作の領域ても、その利用が拡大して

います。特にこの分野では、フィノレムてやは難

しい高度な特殊効果や、製作期間の短

縮、製作経費削減に、 HDTVシステムが

大きな効果をもたらすと期待されています。

映画製作におけるHDTVの活用を促進

するために 1991年秋には、高画質のHD

TV映像をフィノレムに変換するデ、ジ、タノレ・

システムを開発、日本、米国、英国の 3 拠

点に設置 しました。 1992年 5 月には、

HDTVの素晴らしい画質を追求した 3 板

式CCDカラーカメラを発売し、業界て、、大き

な反響を呼びました。 1992年夏のパノレセロ

ナオリンビッグなどでのj舌躍が葉月待されて

います。

-ビデオテープ

8 ミリビデオテープについては、ハイエイト

用蒸着型ヒずデオカセットの新製品、および

独自のメタルハイノfッキング技術により、

一層の高画質化・高音質化を図った新

製品を発売しました。また、高画質 ・高音質

ビデオテープへの要望にお応えする、

VHS方式およびベー夕方式ビデオカセッ

トの新モデノレも発売し、 多様な商品展開に

努めています。

HOTV，は、広告・映画製作等の分野に

おいてもすでに幅広く利用されていま

す。写真は、株式会社宣映による、 HO

カラーカメラを使った包粧品のCM撮

影シーンで、す。{撮影技術協力;ソニー

PCL株式会社)

v 
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するなど、積極的な商品展開を図っていま

す。

-デジタルオーディオテープ

(OAT)機器

当年度も、デ、ジ、タノレ音源からのデ、ジ、タノレ

信号での録音を一世代に限定した民生

用DAT新規格対応の据置型、車載用、

ポータブルタイフ。のラインアップにより、ピ

ジオ、スの展開に努めました。

1991年II月、気軽に受信が楽しめるトラ

ンシーバーを発琵しましたρ雨や雪にも

安心な肪滴仕様で、ドライブ、スキーな

どのレジ、ヤー用途として好評を博して

いますD

マ

-ヘッドホンステレオ

当ネ土のヘッドホンステレオ“ウォークマン"

は、世界中の人々に愛用されていますが、

当年度においても、操作ボ、タンをスライド式

のカバーで覆うことにより、持ち運び時に誤

ってスイッチが入ってしまうなどの誤動作を

防ヤモデルや、鮮やかで、コントラストのはっ

きりしたボ、ディカラーを採用したモデノレを

発売するなど、ファッション性や使い勝手、

および音質の向上を図った新製品の導

入を積極的に行いました。

-力一オーディオ

カーオーディオの分野では、 CDフ。レーヤ

ーの売上が大幅な増加をみせています

が、暗がりでもCDをより簡単に装着できる

ように、ライテインク守機能を装備したポータ

12 

ブノレCDプレーヤーを発売するなど、多様

化するお客様の ご要望にお応えしていま

す。

-オーディオテープ

オーディオカセットテープについては、人気

の薄型ケースを採用し、変調ノイズ対策と

して振動を吸収するメカニズムを搭載した

新製品を発売し、高い評価を得ています。

また1992年 2 月には、超小型デジ、タノレマ

イクロレコーダー用として、新開発のベー

スフィルムを使;用し、 8 ミリビデ、オテープて、、

培った真空蒸着技術を応用 した新開発

の蒸着テープを採用することにより、優れ

た剛性・耐久性および高性能を実現した

切手サイズのデジ、タノレマイクロテープを

発売しました。

A 

デジタルサウンドでの鋸音・再生が可

能なMOシステムは、ディスク方式なら

ではの高速ランダムアクセスを実現し、

優れた耐久性と耐振性を備え、小型で

携帯性にも優れた次世代のパーソナル

オーディオシステムとして期待を集め

ています。(乙の写真は製品イメージで

す。)



-ミニディスクシステム

1991年 5 月に開発を発表しま した“ミニデ

ィスク"(MD) システムについては、 1992年

11月の発売を決定 しました。世界のミュー

ジ、ツクカセッ トの需要は、 1989年を項点に

下降線をたどっています。 これは、 CDの普

及とともに、 ユーザーにとって必要不可欠な

機能と して広〈定着した、ランダムアクセ ス

機能がないことによるものと思われます。当

社は、このよ うな状況に対応し、カセッ ト テ

ープレコーダーの後継商品と して、 CDの

持つランダムアクセス機能とカセッ ト テ ー

プの携帯性を兼ね備えたMDシステムを

切手サイズのカセットテープに最大 2

時間の高音質録音・再生が可能な超小

型デジタルマイクロレコー夕、ーは、画期

的な新技術を搭載し、小型・軽量・高音

質を実現するとともに、アルカリ単 3乾

電池 1 本で約 7時間の連続録音を可

能にしています。

導入します。同システムは、直径64ミリの光

磁気ディスクを使用 し、最大74分の高音

質なデジタル録音・再生が可能で、小型

で振動にも強く、 車載用 ・携帯型に適した

幸庁 しいノ f ー ソナ ノレ オ ー デ、イオシステムで

す。当社は、 199 1年10月に、フィリップス社

とMDのライ センス供与を行うことてや合意に

達しま した。さらに、当社は、 MDシステム導

入に向けて、ソフトウェアを含めたあらゆる

面から準備を進めてし 、ます 。

-その他の音響機器

1992年 2 月、切手サイズのカセットテープ

に最大 2 時間の高音質録音 ・再生が可

能な超小型デジタノレマイク ロ レコーダー

惨

レコーデインク、スタジオ在中心に根強

い人気のある真空管式コンデンサーマ

イクロホンの新製品は、舎日まで当社が

培ってきたマイクロホン技術と最新の

音響技術を駆使したもので、ボーカル

やアコースティック楽器のスタジオ録音

用として最適です。
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を発売しま した。携帯性と優れた音質を実

現し、会議 ・取材 ・講演などのメモ録音機と

して好評を博しています。

トヮイ ータ-1ニキ刀めてノずイオセノレロースを

採用した当ネ土のスピーカーシステムは、フ

ランスの権威ある月刊音楽誌íDIAPA

SONJ による 1991年度ステレオ部門の金

賞に輝きま した。この賞は、同誌によって毎

年オーディオ・コンポーオ、ン卜の最も優れ

た商品に授与されているものです。

当社のプロ用音響機器については、レ

コーデインク守スタジ、オ、放送局、プロダクシ

ョンハウスなどから高い評価を得ています

が、マイクロホンについても技術開発を進

めており、 1992年 6 月には、 真空管の特性

を最大限に活かした真空管式コンデンサ

一マイクロホンを発売する予定です。







当社は、 これまで世界的に拡大するカラ

ーテレヒc市場に対応し、日本をはじめ、米

国、欧州、|の各地域においてカラーテレビの

一貫生産体制を整えてまいりました。東南

アジアにおいても、マレーシアおよびタイて

稼働中のカラーテレヒ守工場に加え、 1992

年 4 月にシンガポーノレてや東南アジ、ア地域

では初のカラーブラウン管工場が稼働を

開始し、“トリニトロン"カラーテレビの一貫

生産体制を確立しました。また、同月には

多様化する市場の変化を先取りするため

に、欧州・米国に続きマレーシアのパンギ

工場にも現地設計部門として「アジア・テレ

ビ・テクニカルデザ、インセンター」を設立し

ました。

.HDTV 

HDTVの画面は現行テレヒマの約 2 倍の

1 ， 125本の走査線で構成されており、大

変きめの細かい美しい映像を再現し、また

画面の縦横比も 9 :16と普通のテレビの

3:4 に対して横に長〈、より迫力のある臨

場感あふれる映像を楽しむことができま

す。このような従来にない特性をもった

HDTVは、映像製作や各種イベントなど

に幅広く利用されています。

16 

4 

1992年 7 月には、当社は、 日本におい

てHDTVの一般家庭への本格的な普及

をめざし、性能の向上と大幅なコストダウン

を実現した、 MUSEデコーダー内蔵の32

型家庭用HDカラーテレビを、 130万円の

価格で発売します。本機の導λを機に、ハ

ード、ソフトの両面からHDTV事業の新

たな推進に全力で取り組んでやまいります。

-業務用プロジ‘工クター

フ。ロジ、エクターシステムは、イベントや会議

でのプレゼンテーション用に定着してお

り、当社は、プロジ、エクター市場において

世界のトッフ。メーカーの地位を獲得してい

ます 。

また、小型・高性能コンピューターの普

及にともない、ビデオだけでなく、パーソナ

当社 i志、 199B年 7 月、フルスペック

MUSEデコーダーを搭載した32.型の

家庭用HOカラーテレビを日本で発売

します。新開発のスーパー・フラット

“HOトリニトロン"ブラウン管ならびに

新開発の第 2 世代LSIを採用した

MUSEデコーダーを内蔵することに

より、小型イむと低価格を実現しました。



ノレコンビューターやワークステーションの

高精細映像も、大画面に投影したいという

要望が高まっています。このようなニーズの

高まりに応えるため、 1989年にビデオからコ

ンビューターまでさまざまな入力ソースに

対応する高輝度・高画質マノレチスキャン

プロジェクターを発売し好評を博していま

す。 1992年 2 月には、さらに高精細化を図

ったモデノレを導入し、ラインアップの拡充

を図りました。

... 
力ラーディスプレイの高解像度{ちが進

むにともない、その活躍の場もますます

広がっていますJトリニトロン"技術の

結集ともいえる超高解程度データディ

スプレイモニターは、 35ミリ映像フィル

ムを超える鮮明な映像を映し出すこと

ができ、高性能・高信頼性が要求される

航空管制用システムなどのディスプレ

イとして使用されています。

-業務用ディスプレイ

当才士の“トリニトロン"カラーディスプレイ

は、各国のコンビューターメーカーに採用

され高い評価を得ており、また放送局用・

医療用などさまざまな分野で幅広く使用さ

れています。

当社が開発した超高解像度カラーディ

スプレイは、精密な表示能力を必要とする

航空管制用などにも採用されています。
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-大型ディスプレイ

大型テYスプレイ“ジ、ヤンボ、トロニィ"はその

多彩な表示機能から、新時代の大型カラ

ー映像表示システムとして高い評価を得て

います。 1991年 9 月のニューヨークのマジ

ソン・スクエア・ガーデンに続き、 10月には

ハワイのアロハスタジアム、そして1992年 3

月にはシーワーノレド(カリフオノレニアサンデ

イエゴ)に設置され、さらに、 1992年スペイ

ンセピリア万国博覧会の公式大型ディス

プレイとしても認定され、同会場に設置さ

れました。

今後も、有力なマス・メディア伝達手段と

して、多様な展開を図ってまいります。

当社は、 1992年 4 月開催のスペインセ

ピリア万国博覧会における大型映偉デ

ィスプレイの公式サプライヤーとして、

超大型ディスプレイ“ジャンボトロン"を

納入しました。イベント広場“PLAZA

SONY"，に設置された屋外型“ジャン

ポトロン"は、ヨーロッパで最大の映像

ディスプレイとなり、日中でも美しく鮮

明なカラー映像は、広場での催し物の

中継や、各パピリオンの紹介等に利用

されています。

可V







-電子部品

VTR用ヘッドやメカデッキ、 CDプレーヤ

ー用光学ピックアップなどの電子部品ピ

ジオ、スは、当社の先進的な映像・音響・情

報機器の生産とそれらの機器の品質を支

える大きな役割を果たしています。

光学ピックアップの生産については、日

本、シンガポーノレ、韓国に加え、 1991年 6

月にはフランスのノずイヨンヌて、、生産を開始

しました。

MDシステム用の主要部品については、

録音 ・再生用/再生用の光学ヒ。ツクアッフ。

とLSIのサンプル出荷を、 1992年 6 月より

開始する予定です。この出荷により 、 MDシ

ステムの商品化へ向けての準備が一層進

展するものと期待されます。

/ 

-情報関連機器・通信機器

1992年 6 月、携帯電話とも簡単に接続 し

て屋外や車の中からファクスの送受信が

でき、また内蔵の文書メモリーと大型ディ

スプレイによりペーパレスてやの送受信が可

能なポータブノレファクスを発売する予定

です。

コンパクトな本体に8cmCD-ROM専用

ドライブと液晶ディスプレイを搭載した電

子ブックプレーヤー“データディスクマ

ン"の新機種は、従来の文字情報の検索

に加え、挿絵、図表などの画像情報(白

黒)表示や音声情報の再生を可能に し、

情報の表現力を飛躍的に向上させまし

〆

SONY 

PYXIS 
GLOBAL POSITIONING SYSTEM 
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た。また、 1992年 6 月には、さらに世界時

計、電卓、電話帳、ゲーム等の機能を付

加した機種を発売する、予定です。

-コンピューターおよび周辺機器

当才士の32ヒ守ツトスーノfーワークステーショ

ン“NEWS"については、 1991年 8 月に、

描画速度やデータの転送速度の大幅な

高速化を実現した新しいOS(基本ソフト)

をリリースするなど、ソフトウェアの性能向

上を図っています。また、 1992年 1 月、米

‘ 衛星を利用した測位システムにより、経
度、緯度、高度、現在時刻、移動速度な

どの情報をリアルタイムで表示するポ

ータブル GPS(Global

Positioning System)レシーバ

ー“ピクセス"は、アウトドアレジャーに

おける新しいライフスタイルを創造しま

した。



国アッフ。ノレコンピュータネ土と同オ士のオ、ットワ

ークプロトコノレ(通信手順) ''A_ppleTalk⑮ 

(アッフ。ノレトーク) "のライセンス供与を受け

ることで合意・契約しました。今後、この契

約に基づき、当社は“AppleTalk@ "を

“NEWS"に移植し、 1992年夏をめ Eに商

品化を行う予定です。 (AppleTalk@ は、

アップノレコンピュータ社の登録商標てや

す。 )

1991年 7 月に発売した、子書き入力の

個人用情報ツーノレ“パームトップ"の新製

電子ブック(BcmCO-ROMJに記録

された膨大な情報から、知りたい情報

を正確に、すばやく検索できる電子ブッ

クプレーヤー“データディスクマン"の

新機種は、文字データに加え、グラフィ

ツクデー夕、音声データにも対応しまし

た。

v 

品は大きな注目を集めました。

大容量データ記憶装置として、 1988年

に5.25インチ光磁気ディスクを商品化して

以来、外販を中心に売上を伸ばし、 1991

年 6 月にはドライブの生産累計10万台を

達成 しました。さらに、国際標準規格

(1SO) に準拠した3.5インチ光磁気ディス

クもラインアップに加わり、今千麦のピジオ、ス

の拡大が期待されます。
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-ファクトリー・

オートメーション(FA)

当才士の FAにつきましては、“ウォ ークマ

ン"、 8 ミリビデオに代表される小型製品の

生産を通じて培った生産技術が高く評価

され、特に精密組立分野においては、高速

組立ロボットシステム、高密度実装システ

ムなどが広〈利用されています。 また、組立

作業の効率化に加え、簡単な操作と省ス

ペースを実現したノfーソナノレFAも好評を

博しています。

... 
3.5インチマイクロフロッピーテ、イスクを

はじめ、膨大なデータを長期間記録・保

存する磁気テープや光ディスクなど、当

社の告種記録メディアi立、豊富なライン

アップと安定した畠質により高い信頼

を得ています。







はパワー」はそれぞれグラミー賞を受賞す

るなど高い評価を受けま した。

新人アーテイス トを育成するという 目 標

は、ファイアー・ハウス、ノfーノレ ・ ジ、ヤム、 ア リ

ス ・イン・チェインス\シヤノ心ランクスのベス

トセ ラーデビューによって実現しま した。再

発売シリ ーズでは、パーブラ ・ ス トライ サン

ド、 エアロスミスなど、のレトロ版ボ、ツクスセッ ト

が好評を博しました。

{也 に、グ ロリ ア ・エ ス テ ファン、 ノ f ブリ ッ

ク・エナ ミ 一、 L.L.ク ー ノレ J.、オジ ー・オズ

ボーン、ハリ ー・コニツクJR.などが数百万

枚の売上を記録しま した。ノ 、リ ー・コニック

JR.のアノレノずム 「ブノレー・ ライ ト、レッド・ライ

マライア・キャリーのセカンドアルバム

r工モーション又Jも、デビューアルバム

同様、大ヒットとなりました。

v 

ト」 は、ジ、ャズ〉部門て" 19週連続 して 1 位に

なりま した。 当年度末に発売されたフツレー

ス ・ スプリングスティ ーンの 2 キ文の幸庁しいア

ノレパムは大変好調に売上を伸ばしていま

す。

リッキ ー・ ヴァン、ド リー・ ノf 一ト ン、タや

ク\ストー ン、 コ リン ・ レイ、そ してグラミー賞

受賞者、メアリー ・チェイピン ・カ ーペンタ

ーなどによっ て、 カントリー・ ミュー ジ、ツクが

めざま しく復活 し、 売上の拡大に貢献しまし

た。

ソニー・ ミュージ、ツクビデオエンタフ。ライ

ズ社は成長しつつある子供市場の一層の

拡大を図るために、 「ソニー ・キッズミュー

ジ、ツ ク」 と 「ソニー・キッズ、ヒずデオ」を導入 し

ま した。

ソニー・ ミュー ジ、ツク ・インターナショナノレ

社はマイケノレ・ボノレ ト ン、 マライア・キ ャ リ

一、 セ リ ーヌ ・ デイオン、アナ ・ガブリ エノレ、

ジ、ヤン・ジ、ヤツ ク・ ゴーノレドマン、マイケノレ ・

ジ、ヤクソン、ジプシー・キンク守ス、ポ ー ノレ ・

ヤングらの強力なアー テイス 卜に支えられ

て、史上最高の売上を記録しま した。イギリ

スで新たに導入さ れたレーベル「ソ ー ホ

ー・スクエア」の最初のリ リ ースは、 トッフ。 5

に入るヒッ トになりま した。

ソニー・クラシカノレネ士は 2 つのレーベ

ノレ、 「ソニー・ ブロー ドウェイ 」 と 「 ヴィヴアノレ

テ」 を導入 しました。前者は歴史的な名盤

ブルース・スプリングスティーンの 2枚

の新しいアルバムは、評論家の絶賛を

浴ひ‘る大ヒットとなりました。

マ

ﾂ 

マイケル・ボルトンiま、グラミー賞の最

彊秀男性ポップ・ヴォーカル賞の栄誉に

輝きました。

4 
rソニー・キッズミュージックJとrソニ

ー ・キッズピテ‘オ~Aま、子供向けエンタテ

インメント市場に質の高い音楽とビデ

オのソフトを提供します。

A 

恭WRlfE ミ孟邑JWW ;rーブラ・ストライサンドのこれまでの

ヒット曲を収めたボックス・セット「ジャ

スト・フォー・ザ・レコード」は、ベストセ

ラーを続けていますρ
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をデジ、タノレ化したもので、後者はバロック

音楽を当時のオリジナノレ楽器で演奏 した

シリ ーズてです。ソニー・ クラシカノレネ士は、 ヨ

ー・ヨー・マとボピー・マクファーリ ンのデ

ュエッ トと、 ジ、ヨン ・ ウィリアムズとボス トン ・ ポ

ップ。スによって、ク ロスオーノずーて?の トッフ。

テン入りを果たしました。

SMEIは映画と音楽のマーケティングを

共同て、、推進するために、映画のサウンド ト

ラックのイ史用を通じて、ソニー・ピクチャー

ズ・エンタテインメント社との連携を強めて

きま した。当年度にリ リ ースされた作品には

「フック」 、 「ノ fク守ジー」 、 「サウス・キャ ロ ライ

ナ/愛と追憶の彼方」 、 「マイ ・ガーノレ」 など

があります。

• 
SMEIは、 当年度に公開された映画

rjrヴジー"J. rマイ・万一JVJ 、 rフック』な

どのサウンドトラックの使用を通じて、

ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメン

ト社との連携を強佑しました。

企

-側ソニー・ミュージ‘ック

エンタテインメント

(槻ソニー・ ミュー ジ、ツクエンタテインメン 卜

は、 1991年11月に新株式の公募発行を

行うとともに、東京証券取引所市場第二部

に上場しました。当年度においては、日本

のア ー テイストと し ては、浜田省吾、

Dreams Come True、プリンセス・プリン

セスなどが活躍 し、また、マイケノレ ・ ジ、ヤクソ

ン、マライア・キ ャ リ一 、 C&C ミュ ー ジッ

ク ・ ファク ト リ ー などのアノレノfムが大ヒッ ト と

なりました。

• 
世界的なスーパースター、 アナ・ガブリ

エjレは、祖国スペインから世界に向けて

クロスオーバーを開始しました。

フランス系力ナ夕、人セリーヌ・デイオン

i乱世界的なヒットをめざし、英語のセ

カンドアルバムをリリースしました。
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.CDソフト

ソニーグループは日本・米国 ・ オ ー ストリ

アて" 'CDの生産を行っていますが、拡大す

る需要に対応するために、オース ト リア、ザ、

ノレツブノレグのタノレガウに新たにCDの生

産工場を、静岡県吉田に第二フ。ロダクシ

ョンセンターを開設しました。 これら 3 ヵ国

の製造拠点では、それぞれ“ミニディスク"

製造の準備も進められています。

A 

シャバ・ランクスは、 ゴールド・レコード

とグラミー賞のレゲ工部門で最僅秀賞

を受賞しました。

掛ソニー・ミュージ‘ックエンタテインメ

ントのアーテイストでは、浜田省吾、

Oreams Come True、プリンセ
ス・プリンセスなどの作昂がヒットしま

した。

可







スリッカーズ」、黒人劇映画として米国内外

で史上最高の成績をあげた「ボーイズ'

ン・ザ、.フッド」などです。

その{也のコロンビア・ピクチャーズ、のヒッ

ト作としては、それぞれ全世界で 1 億

2 ， 500万ドノレに近い収入をあげているパー

ブラ・ストライサンド主演・監督の「サウス・

キャロライナ/愛と追憶の彼方」、マコーレ

ー・カノレキン主演の「マイ・ガーノレ」、トライ

スター・ピクチャース、 には、 1991年秋のヒッ

トイ乍「フイツシャー・キンク守」、 10音日門のアカ

デミー賞にノミオ、ー卜され、最も高い評価を

受けた「ノ fク守ジー」などがあります。 SPEの

映画は、他のどの日央画会社よりも多くのゴ

ーノレデン・グローブ賞とアカデミー賞にノミ

オ、ー卜され、またアカデミー各賞を最も多 く

受賞するなど、大変高い評価を得ました。

1992年に入っても、 SPEの映画は好調

を持続しています。 スリラー「氷の微笑」が

1992年最大のヒットのひとつとなっているの

を皮切りに、コロンビア・ピクチャーズには、

以下のように強力でエキサイテイングな作

品群が控えています。トム・ハンクス、ジー

ナ・デイピス、マドンナ主演、ペニー・マー

シヤノレの「プリティ・リーク守」、ピリー・クリス

タノレ主演・監督による「ミスター・サタデー・
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ナイト」、今年最も期待される作品のひと

つ、ゲリー・オーノレドマン、アカデミー賞受

賞のアンソニー・ホプキンス、ウィノナ・ライ

ダ一等によるフランシス・フォード・コッポラ

監督の古典スリラー「ドラキュラ」、ダニエ

ノレ・デイ・ノレイス、ミシェノレ・ファイフアー主

演、マーティン・スコセツシ監督のクリスマス

向け大作、「エイジ・オブ・イノセンス」、ジ、ヤ

ツク・ニコノレソン、トム・クノレース\キーフア

ー・サザーランド、デミー・ムーアらのオー

ノレスターキャス卜が出演する、ロブ・ライナ

ー監督の「ア・ヒュー・クゃッド・メン」、史上

最年少でアカデミー賞にノミオ、ー卜された

24才のジ、ヨン・シングルトン (rボーイズ'ン・

ザ、.フッド」を監督)の次回作、「ポエティッ

ク・ジャスティス」、ジ、ヤツク・ニコ fレソン主

演、マイク・ニコノレスの「ウノレフ」、ロノfー卜・

レッドフォードの「ア・~ノfー・ラン・スノレー・

イット」。

トライスター・ピクチャーズによる1992年

公開予定の作品としては、ジ、ヤン・クロー

ド・ノずン・デイムのアクションH央画「ユニノf

ーサノレ・ソノレジ、ヤー」、世界的監督ウディ・

アレンによる、トライスター向けのキ刀イ乍品「ミ

スター・ジ、ヨーンズJ (リチヤード・ギア、レ

ナ・オリン主演)、チャーリー・チャップリン

の生涯を描いた、リチヤード・アッテンポロ

-g~pの「チャーリー」、トム・ハンクス、メク\

ライアン主演、ノーラ・エプロンの「スリープ

レス・イン・シアトノレ」、シノレベスター・スタロ

ーンの次回アクション作「クリフハンガー」

などが控えています。

SPEは、マルチメテYアのス-ノfースタ

ー マイケノレ・ジャクソン、フランシス・フォ

ード・コッポラ (rゴッ ドファーザーJ 3 部

イ乍)、夕子ニー・デビート (r;レースレス・ピー

フ。ノレ」、「ローズF家の戦争J) 、ヅッカー・ブ

ラザーズ (r裸の銃を持つ男」、「エアプレ

ーン」、「ゴース卜/ニューヨークの幻J) ら

を加えて、最高の俳優・監督・プロデュー

サーからなる布陣を一層強化しました。

SPEは最近、ソニー・ピクチャーズ・クラ

シックスを組織し、特化された映画分野で

の活動を拡大しました。 ソニー・ピクチャー

ズ・クラシックスは「ハワーズ・エンド」を第

1 作として、評価の高い外国の映画、低予

算の独立系アメリカ映画を配給します。

1991年の後半、 SPEはコロンビア・トライ

スター・ホームビデオを全額出資とし、ヒッ

ト映画を劇場以外の重要な市場に配給し

はじめたほか、劇場用以外のピデオ作品

の取得・配給の活動を拡大しつつありま

す。

SPEの新しいコーポレート・ロゴは、さ

まざまな映画作りのエッセンスをシン

ポライズしていますρ

S ON Y  
PICTURES 

‘ SPEtま、 199B年の最大のヒットとなっ

ているスリラー映画を公開しましたDマ

イケル・夕、グラス、シャロン・ストーン主

潰の「氷の微笑j{.立、公開後最初の10.還

問で 1 億ドルを超える興行収入を米国

で記録しました。
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フランシス・フォード・コッポラ監督、ア

カデミー賞受賞のアンソニー・ホブキン

ス、ゲリー・オールドマン、ウィノナ・ライ

ダー出漬の古典スリラーrドラキュラJ

i立、 199B年のクリスマス・シーズンには

大ヒットとなることが期待されていま

す。



-国際部門

SPEは米国外の劇場およびテレビ部門

での売上記録を 2 年続けて更新し、また、

国際的な製作体制を作り上げました。昨

年度の実績は「羊たちの沈黙」や「アダム

ス・ファミリー」などのヒット作を持つ、オライ

オン・ピクチャーズの作品を米国外に配

給する権利を獲得することによって一層強

化されました。

SPEの国際テレビ部門は、映画やテレ

ビのシリーズ物をドイツ・日本・スペイン・ラ

テンアメリカの代表的な放送局に長期に

わたって提供する契約を結び\ヲ l き続き利

益をあげました。

-テレビ部門

SPEは、引き続き質の高いプログラムをオ、

ットワークに供給するリーダーとしての地位

を堅持しています。 FBC(Fox Broadcastｭ

ing Corporation)の牽引役「マリッド ウ

.... 
rマリッドウィズチルドiノンJの家族

写真は、ゴールデン・アワーと地方局向

け市場で大きな成功を収めているユニ

ークなコメディーの楽しさを余すところ

なく伝えていますJマリッドウィズ

チルドレンJは、地方局向け市場で歴代

3位に入る収入をあげています。

ィズ チノレドレン」、 CBS の「デザイニン

グ・ウイメン」はそれぞれ放送 7 年目に入

りました。 SPEは来シーズンに向けて、 12本

の事庁シリーズをオ、ットワークのゴールデン

タイム向けに予定している他、数多くのテレ

ビ映画、ミニシリーズ、特別番組などを準

f蒲しています。

番組構成を多様化する戦略の一環とし

て、 SPEに最近加わったトライスター・テレ

ヒマジ、ョンは、深夜向けの「フォーエパー・ナ

イト」を製作し、コロンピア・ピクチャーズは

子イ共向けシリ ーズ「ピークマンズ・ワー ノレ

ド」により、地方局向け市場に参入しまし

た。

コロンピア・ピクチャーズ・テレビジ、ヨン・

ディストリビューションは、 質の高いテレビ

番組と映画の幅広いライブラリーの発掘を

続けています。 「デザイニング・ウイメン」を、

コロンピア・ピクチャーズ・テレヒマジョンとし

ては最も速いスピードて、' ， 1992年秋のシー

ズンに米国の地方局の95%に配給するこ

とになりました。
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SPEのテレピ部門は、昼の時間帯の番

組て、、世界的な人気の連続ドラマ「ザ・ヤン

グ・ アンド・ザ、・レストレス」、「デイズ・オブ・

アワ・ライフゃズ、」、そして、引き続き地方局向

けて、、 1 位と 2 位にランクされている不朽の

ゲーム・クイズ番組「ホイーノレ・オブ・フォ

ーチュン」 や「ジ、エノfデ〉イ ー !J などによって、

リーダーの地位を維持しています。

-劇場
180ヵ所以上に900近いスクリーン数を持

つ ロウズ関口場チェーンは、北米市場て、、業

界を上回る成績をあげています。 1991年の

ホリデーシーズンには、年内最後の週に

最高の週間収益を記録しました。 また、ロウ

ズは 1 スクリ ーン当りの4又入とキャッシュ ・

フローて、、業界をリードしています。

-スタジオ施設

カノレバー・シティの本社に、最高の設備を

備えたスタジオを建設し、また旧来からのス

タジオ設備を、以前の姿に復元するという

目標に向かつて大きく前進しています。隣

接地に追加されるカノレノfー・スタジオ(テ

レビ部門がいずれ使用)の建設は、すべ

ての主要な業務を 1 つの本社のもとに結

集させるというSPEの強い意欲を示すもの

です。

地方局向けにユニークなオールパータ

ーベースでパッケージされたrデザイニ

ング・ウイメンJ は、 1992年S月から全米

の200を超す放送局で放映が開始され

ます。



代表取締役会長

盛田昭夫

代表取締役副社長

盛岡正明

代表取締役副社長

鹿井信雄

(1992年 3 月 31 日 現在)

ファウンダー・名誉会長

井深大

代表取締役社長

大賀典雄

代表取締役副社長

岩城賢
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取締役副社長

橋本綱夫

専務取締役

大曽根幸三

森尾 稔

河野文男

山川清士

小寺 淳一

金田 嘉行

常務取締役

愛甲次郎

永野 日月

田宮 謙次

高橋 昌宏

宮岡千里

郡山史郎

取締役

桃井好一

土井利忠

松田亮一

大西昭倣

出井伸之

ジ、エイ コ フ\ジ、ェイ ・ シュムツクリ

青木昭明

マイケノレ ・ ピー・ シュノレホフ

島津 久永

佐野角夫

高野 昌幸

渡辺誠一

西谷喜久治

加藤晴一

中村- 英雄

堀 建二

柏木雄介

(鮒東京銀行代表取締役会長

神谷健一

(捕太陽神戸三井銀行

取締役相談役

ピーター・ ジー・ ピーターソン

フ守ラックス トーンクツレープ

代表取締役会長

常勤監査役

坂井利夫

沖栄治郎

監査役

盛田和昭



1946. 5 電気通信機および測定器の研究製作を目的とし、東
京都に資本金19万円をもって東京通信工業株式会
社を設立。

1950. 7 日 本初のテープレコーダー発売。

1955. 8 東京店頭市場に株式公開。

日 日本初の トランジスタ ・ ラジオ発売。

1958. 1 社名をソニー株式会社と変更。

12 東京証券取引所上場。

1960. 2 ソニー・コーポレー ション・ オプ ・アメリカ(米国) を設

立。

5 世界初のトランジスタ ・ テレビ発売。

12 ソニー・オーバーシーズ ・エス・エー (スイス)を設立。

1961. 6 ニューヨーク店頭市場に株式公開。

6 中央研究所設立。

1963. 7 世界初のトランジスタ小型VTR発売。

1965. 3 テク トロニクス社(米国)との合弁(当社50%出資) によ
り、 ソニー・ テクトロニクス(械を設立。

1968. 3 シーピーエス社(米国)との合弁 (当社50%出資) によ
り、シーピーエス ・ ソニーレコー ド(械(現鮒ソニー・ ミュ

ージ、ツクエンタテインメント)を設立。

5 ソニー・ (ユー・ケー) ・ リミテッド(イギリス)を設立。

10 トリ ニトロン ・カラーテレビ発売。

1970. 7 ソニー・ゲー・エム ・ べ ー・ハ ー (ドイツ) (現ソニー・ ド

イチュラン 卜・ ゲー・エム ・ べー・ハー)を設立。

9 ニューヨーク証券取引所上場。

1971.10 3/4インチ ・ Uマチック ・ ビデオテープレコーダー発売。

1972. 8 サンディエゴ(米国、カリフオノレニア)のカラーテレヒず組

立工場稼働開始。

1974. 6 ブリジ、エンド(イギリス、ウエーノレズ)のカラー テレピ組
立工場稼働開始。

B サンディエゴ、のカラーブラウン管工場稼働開始。これ
によりカラーテレビ組立工場とあわせて、日本企業と し
てはじめて海外にカラーテレビ一貫生産工場完成。

1975. 2 ユニオン・カーバイド社(米国)との合弁(当社50% 出
資)によりソニ ー ・ エパレディ(械(現(械ソニ ー・エナジ

ー・ テック)を設立。

5 家庭用ベー夕方式VTR発売。

1977. 1 放送局用1インチ ・ ビデオテープレコーダー発売。

E ドーサン (米国、アラパマ) の磁気テープ工場稼働開
始。

1979. 7 ヘッドホンステレオ“ウォークマン"発売。

日 ザ ・ プノレデンシヤノレ ・インシュアランス ・カンノfニー・ オ

ブ ・ アメリカ(米国)との合弁(当社50%出資)によりソニ
ー・ プノレデンシヤノレ生命保険附(現ソニー生命保険

(鞠)を設立。

1980.12 ノ fイヨンヌ(フランス、アキテーヌ)の磁気テープ工場

稼働開始。

1981. 4 HDTV(高精細度テレビ) に対応した高精細度ピデ
オシステムを開発。

1982. 4 ブリジ、エンド(イギリス、ウエーノレズ)のカラー ブラウン

管工場稼働開始。

4 シュツットガノレト(ドイツ)で家庭用VTRの生産開始。

10 CDプレーヤー発売。

11 1/2インチ ・ ベータカセッ トを使用した放送局用カメラ
一体型VTR“べータカム"発売。
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1984. 7 ソニーマグオ、スケーノレ(械の株式を東京証券取引所市
場第二部に上場。

9 ダックス (フランス、アキテーヌ) の磁気テープ工場稼

働開始。

1985. 1 統一規格にもとづくカメラ一体型8ミリビデオ発売。

1986. 5 ソニー・ユーロ ・ ファイナンス・ピー・ ブイ(オランダ)を

設立。

11 ソニー・ヨ ー ロツノむゲー・エム ・ べー・ハー (ドイツ)を

設立。

1987. 1 32ピッ ト・ ワークステーション“NEWS"発売。

3 デジ、タノレオーディオテープ (DAT) デッキ発売。

4 コノレマーノレ(フランス、アノレザ、ス)のCDプレーヤーおよび
8ミリビデオ主要部品工場稼働開始。

7 ソニーケミカノレ(械の株式を東京証券取引所市場第二
部に上場。

7 アニ フ(オーストリア、ザノレツブノレグ)のCDソフ ト工場

稼働開始。

10 高画質ベー夕方式VTR“EDベータ"発売。

1988. 1 シーピーエス社(米国)のレコー ド部門であるシーピ
ーエス ・ レコー ド社(現ソニー・ ミュージ、ツクエンタテイ

ンメントネ士)を買 4又。

4 ペナン(マレーシア)のオーディオ工場稼働開始。

5 パンギ(マレーシア)のTV工場稼働開始。

7 VHS方式VTR発売。

9 ロベレー ト(イタリア)のオーディオテープ工場稼働開
始。

9 バンコク(タイ)のビデオテープ工場稼働開始。

10 技術研究所、開発研究所、情報処理研究所を統合
し、総合研究所を設立。

12 家庭用電子スチノレカメラ“マヒ守カ "を発売。

1989. 4 ハイノずンド8ミリピデオ“ビデオハイ エイ ト"シリ ーズ発
士三=

7L。

B 超小型カメラ一体型8ミリビデオ“ハンディカム"発売。

9 マテリアノレズ ・ リサーチ社(米国)を買収。

11 コ ロンビア ・ ピクチャーズ・エンタテインメント社(米国)
(現ソニー・ ピクチャーズ・エンタテインメント社)および

グーパー・ ピーターズ ・エンタテインメント社(米国)を

買収。

12 スーパーVHS方式VTRを発売。

1990. 4 手書き文字による入力を可能に したパーソナノレコンピ
ユーター“ノ fーム トップ"を発売。

4 バンコク(夕刊で半導体工場稼働開始。

10 ノ fンギ(マレーシア)の1/2インチVTR工場稼働開
女ムロ。

12 家庭用として初のノ、イヒVョン映像対応の“HD ト リ ニト

ロン"カラーテレビを発売。

1991. 5 ディスクを用いてデジ、タノレ録音 ・ 再生を行う“ミニデ、イス

ク"システムを開発。

10 “スーパートリニトロン"ブラワン管を搭載したBSチュ
ーナー内蔵カラーテレピ“キララ ・ ノ fッソ "を発売。

11 ~械ソニー・ ミュージ、ツクエンタテインメントの株式を東京

証券取引所市場第二部に上場。

1992. 4 ジ、ユロン(シンガポーノレ)のブラウン管工場稼働開始。

5 高感度、低スミアの高精細200万画素CCD搭載の3板
式ハイ ヒ守ジョンCCDカメラを発売。



l 用語集 I 

-ベータ力ムSPCBetacam SP) 
当社の放送局用1/2インチVTR、ベータカムにメタルテープを導

入し、 高画質化、高音質化を図ったフォーマッ ト。家庭用8ミリ

VTRて、、開発されたメタルテープの技術を使いS/N比(電気信

号の入出力信号と発生するノイズの比)を大幅に向上させている。

-バイオセルロースCbio-cellulose)

トゥイーター振動板の素材として、当社のスピーカーシステムてや初

めて採用された、バクテリアがつくる極細の繊維。繊維同士が特

異な網目構造を形成しており、この天然素材を加工することにより、

鍛密で剛性が高〈、薄くて軽い理想的な振動板が実現した。

-バイポーラICCbipolar integrated circuit) 

プラス(正孔)とマイナス(電子)の電荷を両方利用するIC(集積回

路)oMOS ICに比べ消費電力が大きく、集積度も低いが、動作速

度が速い。 ICとは電子回路の部品を超小型化し、高密度に集積

配線したものである。

.CCD CCharge-coupled device) 
光のエオ、ノレギーを電気信号に変換し、その電気信号を蓄積・転

送することができる電荷結合素子。CCD撮像素子はこれらの機能

を利用し、映像信号を得ることができる半導体て.' í電子の眼」とし

てビデオカメラなどに搭載されている。光を電気信号に変えて蓄積

する感光部とその信号を転送する電荷転送部とから成り、それらが

規則正しく配列された構造を持つ。 1 つの感光部の単位を画素

と呼び、一般的に画素数が多いほど鮮明な画像力主得られる。焼き

付きや残像を生じないという特長を持ち、カメラの小型・軽量化が

可能なことから、今後さまざまな分野での応用が期待される。

-デジタルVTRCdigital VTR) 
デジタノレ信号の記録・再生を行うVTR。編集・ダビングを繰り返

しでも、画質の劣化がほとんどないという特長から、従来のアナログ

VTRに代わって、放送局、フ。ロダクションハウス等が積極的に導

入している。当社のデジタノレVTRにはD-1コンポーオ、ントデジタ

ノレVTRとD-2コンポジ、ツトデジタルVTRがあり、前者は、輝度信

号、色信号が別々に広帯域で処理され、クロスカラー等がない高

画質の記録・再生が行えるため、特に番組・CMやレーザーデ、イス

ク等の高画質ソフトを要求される制作などに適している。後者は、コ

ンポジ、ット方式であるため、コンポーオ、ント方式に比べ信号処理

部のハードウェアが少なくてすみ、コンパク卜化・低コスト化できると

し、う特長を持つ。

.HDTV 
高精細度テレビ。日本での規格であるハイヒ守ジ、ョンは、画面を構

成する水平走査線数が1.125本と現行のNTSC方式TVの525

本に対して2倍以上となっており、精細できれいな映像を得ることが

できる。また、画面の縦横比が9 : 16と現在のTVより横長のワイド

スクリーンのため、画面の迫力や臨場感も大幅に増大する。ハイ

32 

ヒマジ、ヨン放送の受信にはMUSE(ミューズ)デコーダー (Multi

ple sub-nyquist sampling encording decorder) という装置が

必要である。MUSEとはハイヒ守ジ、ヨンを衛星放送などてや放送し易

くするために開発された帯域圧縮技術。ハイピジ、ヨンは現行テ

レビに比ぺ画像伝送に約 5 倍の伝送周波数帯を必要とするが、

帯域圧縮することにより衛星放送の 1~2 チャンオ、ノレ分の帯域で

伝送できる。

-メタル八イパッキング技術Chigh-density metal 

particle aligning technology) 

超微細メタノレ磁性体を高密度充填することによりさまざまな出力特

性を上げ、高画質化、高音質化を図ったビデオテープの新技

術。

-光磁気ディスクCmagneto-optical disk) 

書換えが可能な光ディスク。レーザ一光線および磁気作用を利

用してデータの読み書き・消去を行う大容量の記憶媒体。

.MOS ICCmetal-oxide-semiconductor inte-

grated circuit) 

シリコンなどの半導体の表面を酸化して絶縁体化し、その上に電

極を乗せた構造のIC。バイポーラICに比べ消費電力が小さく、集

積度も高い。

-プロトコルCprotocol)
コンピューターてやオ、ットワークを構築したり、データ通信を行うため

の通信規約。機種の異なるコンピューターを接続しデータのやり

取りを行うには、共通の通信制御手順が必要となる。

圃半導体レーザーCsemiconductor laser) 
2種類の半導体の接合面に電流を流して発光させるレーザー。レ

ーザ、ーはその波長によって色とビーム径が異なる。現行の近赤外

半導体レーザーよりも光の波長が短い青色半導体レーザーが

実用化されれば、さらに高密度の記録が可能になる。

-トリニトロンCTrinitron)

当社が開発した独自の高性能カラーブラウン管。 1;ゲン3ビーム、

大口径電子レンズ、アパチャーグ、リノレ、垂直画面などの数多くの

特長によって、シャープてや明るく美しいカラー画像を映し出す。トリ

ニトロン方式はその忠実な色再現、歪みのない画像なEの特長か

ら、家庭用だけでなく、航空官制用の超高解像度カラーディスプ

レイなどの産業用分野においても利用されている。また家庭用・産

業用両分野で培った技術を用いて、よりフラットな画面を実現した

“スーパートリニトロン"ブラウン管を開発・商品化している。

-八イエイト方式(“video HiB"system) 

8ミリビデオのハイバンド方式。記録周波数帯域を従来の5.4メガ

ヘノレツから7.7メガヘノレツに広げ、水平解像度400本以上という一

層の高画質化を実現してしも。



-経営成績

売上状況

当年度の連結売上高は、日本を中心としたAV機器市場の極度

の不振、価格競争の織烈化、欧米主要通貨に対する円高の一

層の進行などにより、 3 兆8 ， 216億円 (28 ， 734百万米ドノレ)と前年

度に比べて5 .7%の増加にとどまりました。

エレクトロニクス分野のうち、ビデオ機器部門は、これまで高成

長を記録してきた 8 ミリビデオがカメラ一体型ビデオ市場の低迷

により、売上の伸びが鈍化し、また放送局用・業務用VTRについ

ても市場悪化の影響を受けた結果、部門全体の売上は前年度に

比べ1.3%減少しました。音響機器部門は、海外を中心に売上は

増加し、前年度比7.5%増となりました。テレヒ守部門は、民生用カラ

ーテレヒ守の売上増に加え、コンピューター用ディスプレイの売上

が、コンピューター業界の不振にもかかわらず増加した結果、前

年度比7.3%増となりました。その他製品部門については半導体・

電子部品・情報関連機器などのピジオ、スが順調に拡大し、前年

度比13.7%増となりました。

エンタテインメント分野では、レコード部門は、ポップ。ス、カントリ

ーからクラシックに至る幅広いアーテイス卜が活躍しましたが、映画

および音楽ソフトの通信販売会社であるコロンピア・ハウス社が

連結対象会社から持分法適用会社となったことなEにより、売上は

製畠別売上高(単位ー十億円)

前年度に比べ7.4%減少しました (22ページ参照)。仮にこの影響

がなカるったとすると、同部門の売上は前年度比約11%仲び、たことl こ

なります。映画部門では、米国における1991年の年間劇場興行収

入においてトッフ。シェアの20.0%をj蔓得するなど、数多くのヒット作品

に恵まれ、またテレヒ守番組の配給収入も増加したことから、前年度比

27.8%増となりました。

市場別では、日本国内がAV機器市場の不振により、前年度

に比ペl. 6%の微増にとどまりました。米国および欧州十どの売上

は、現地通貨ベースでの好調(米国および、欧州、|のエレクトロニク

ス分野の売上は各々前年度比約16%増、約13%増)にもかかわ

らず、円高(対米ドノレ平均レートは前年度に比べて約 6%、対マ

ノレクおよびポンド平均レートはともに同約13%の円高)の影響を

受け、それぞれ5.2%、 6.1%の伸びにとどまりました。海外その他地

域は12 . 3%増日|き続き好調に推移しました。日本、海外の売上

構成比は、日本25.3%、海外74.7%となり、前年度に比べ海外売

上の比率はl. 0ポイント上昇しました。

売上原価および販売費・一般管理費

当年度の売上原価は、 13 . 3%増の 2 兆8 ， 383億円 (21 ， 341百

万米ドノレ)と売上高の伸び以上に増加し、売上原価率は前年度

に比べ5.0ポイント悪化し、 74.3%となりました。これは、価格競争

ピデオ機器 畜響機器 「テレピ
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'91 広二ζ二2二5. 
1% 24.4% 

3,617 
15.3% 15:0% 

'90 
25.1% 15.5% 14.6% 15.8% 

'89 
26.7% 

一一一一一一一一一 2， 145
;ぉ.2% 15.9% --i5.-j�o -15.9% 

'88 ごご ・・・ 1 ，55530.8% 20.3% 17.4% 2.5% 

地域別売上高(単位:十億円)

'92 

'91 

'90 

'89 

'88 

日本

25.3% 

26.3% 

米国

29.0% 

29.2% 

29.8% 

「欧州

28.3% 

「ーその他

3.822 
17.4% 

3,617 
28.1% 16.4% 

・・圃圃 2，880
24.8% 15.2% 

2,145 

33 



の;職烈化、日本を中心としたAV機器市場の不振に加え、円高の

進行により売上が約2 ， 110億円 (1 ， 585百万米ドノレ)目減りしたこ

と、在庫調整にともなう費用負担、過去数年間にわたる高水準の

設備投資にともなう減価償却費の増加(約510億円、 384百万米ド

ノレ)および研究開発費の増加(約350億円、 262百万米ドノレ)など

の固定費の負担増によるものです。

原価項目の中て\研究開発費は2 ， 406億円 (1 ， 809百万米ド

ノレ)と、前年度の2 ， 058億円に比べ16.9%増加しました。対売上高

比率も、 6.3%と前年度に比べ0.6ポイント上昇しました。

販売費・一般管理費は、 9.108億円 (6 ， 848百万米ドノレ)と2.6

%増加しましたが、対売上高比率は、広告宣伝費の減少などによ

り、前年度の24.5%から23.8% と0.7ポイント改善しました。

営業利益

当年度の営業利益は、 1.663億円 ( 1 ， 250百万米ドノレ)と、前年度

の2 ， 974億円に比べ44.1%の大幅な減益となりました。この結果、

売上高営業利益率は前年度の8.2%から4.4%へと急激に低下

しました。

その他の収益

その他の収益は、前年度比l. 0%増の1 ， 440億円(1， 083百万米

ドノレ)となりました。この増加要因としては、特許許諾料の増加など

があげられます。

営業利益(単位:十億円)
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'90 
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'88 61 

その他の費用

その他の費用は、前年度比0.4%減の1 ， 747億円 (1 ， 313百万米

ドノレ)となりました。

子会社株式売却益

1991年11月に株)ソニー・ミュージックエンタテインメントが、東京

証券取引所市場第二部上場に際し実施した公募増資にともなう

子会社株式売却益615億円 (463百万米ドノレ)が計上されま し

た。この発行により、当社の当該子会社に対する持分比率は従来の

96.2%から71. 0%となりましたが、新株式の発行価格が当社の 1

株当り持分額を超えているため、当社の持分額、は増加しました。この

発行は、連結会計上当社持分の一部売却取引とみなされ、当社

の持分増加額が子会社株式売却益として計上されました (54ペー

ジ連結財務諸表注記15参照)。

過年度においても、連結子会社ならびに持分法適用会社による

同様の取引が発生しておりますが、これらの取引にともなう当社の

持分増加額は、資本準備金に計上しており、重要性はありません

(44ページ連結財務諸表注記 1 参照)。

連結会社利益

当年度の連結税引前利益は、 1 ， 972億円(1， 483百万米ドノレ)と、

前年度に比べ25.5%減少しました。法人税等は、前年度比40.7

%減の903億円 (679百万米ドノレ)となり、当年度の税引前利益に
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'92 

'91 

'90 

'89 

'88 

34 

「研究開発資

142 

129 

241 

206 

165 



対する法人税等の割合は前年度の57.6%から45.8%へ低下し

ました。これは、前述の(掬ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメントの

上場にともなう子会社株式売却益に対し、当社は所有する当該子

会社の株式を今後売却する予定がないため、税金引当を行って

いないこと (54ページ連結財務諸表注記15参照)が主な要因で

す。連結会社利益は1.069億円 (803百万米ドノレ)と前年度に比

べ4.8%減少しました。

純利益

持分法適用会社からの利益は、主としてコロンビア・ハウス社の設

立により、 180.5%増の133億円 (100百万米ドノレ)となりました。この

結果、当年度の連結純利益は、 1 ， 201億円 (903百万米ドノレ)と、

前年度に比べ2.7%の増益となり、売上高純利益率は、 3.1%と前

年度並の水準にとどまりました。仮に、子会社株式売却益615億円

(463百万米ドノレ)を除くと、当年度の連結純利益は、 586億円

(440百万米ドノレ)となり、前年度に比べ49.9%の減益となります。

1 株当り当期純利益は、前年度の285.9円から293.1円 (2.20

米わけとなりました。なお、転換社債および新株引受権がすべて

転換または行使されたと仮定した場合の 1 株当り当期純利益

は、前年度の285.7円から293.0円 (2.20米ドノレ)となります。

-財政状態および流動性

資産および負債・資本の状況

当年度末の総資産は、 4 兆9 ， 111億円 (36 ， 926百万米ドノレ)と、

前年度末の 4 兆6 ， 025億円に比べ6.7%の増加となりました。当

総資産および資本勘定(単位:十億円)
了 資本勘定
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年度も積極的な設備投資を行った結果、生産設備を中心とする

有形固定資産が、前年度末に比べ16.3%増加しました。

自己資本は、 1 兆5.368億円 (11 ， 555百万米わけとなり、自己

資本比率は、前年度末に比べ0.8ポイント低下し31 .3%となりまし

た。これは、長短負債の増加によるものです。また、期末発行済株

式数にもとづく 1 株当り純資産は、前年度末が3 ， 964.04円であ

ったのに対し、当年度末は4.119.23円 (30 .97米ドノレ)となりまし

た。

キャッシュ・フロー

当年度の投資活動からのキャッシュ・フローについては、有形固

定資産および有価証券の取得、投資および貸付など円り、支出

総額は7 ， 694億円 (5 ， 785百万米やりとなりました。一方収入面

では、子会社による株式の発行、投融資資金の回収、有価証券

の売却等により、 3 ， 525億円 (2 ， 650百万米ドノレ)となりました。この

結果、投資活動に使用した現金・預金(純額)は、 4 ， 169億円

(3 ， 135百万米ドノレ)となりました。

当年度の営業活動からのキャッシュ・フローのうち、減価償却

費は、 2 ， 652億円(1， 994百万米ドノレ)と、積極的な設備投資活動

を反映して、前年度比23.9%の増加となりました。ソニー・ミュージ、

ツクエンタテインメントグループおよびソニー・ピクチャーズ・エン

タテインメント社を買収したことにより生じた営業権および無形固

定資産に対する償却額もこの中に含まれています。当年度の当期

純利益に、減価償却費などの現金収支をともなわない項目や、売

上債権および棚卸資産などの営業取引にともなう項目を加減した

じ総資産
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営業活動から得た現金・預金(純額)は、 1 ， 509億円 (1 ， 134百万

米やりとなりました。

財務活動面では、当年度においては、普通社債の発行および

銀行借入れなどを中心に、総額3 . 049億円 (2 ， 293百万米ドノレ)

の調達が行われました。当社は、短期の借入債務をより長期の債

務にシフトすることにより、財務体質の改善を図っております。 1991

年10月には、 ユーロ円建普通社債を発行し、その手取金497億円

(374百万米ドノレ)は全額設備投資資金に充当しました。これに支

出項目を加減した財務活動から得た現金・預金(純額)は2 ， 449億

円(1， 841百万米わけとなりました。

以上の活動の結果、為替相場変動の影響も含めた現金・預

金および現金等価物は、 246億円 (185百万米ドノレ)の純滅となり、

期末残高は、 4 ， 184億円 (3 ， 146百万米ドノけとなりました。

設備投資額

当年度の設備投資額は、 4 ， 531億円 (3 ， 407百万米ドノレ)と、前年

度の4 ， 117億円に比べ、 10.1%増加し、主として半導体の約700

億円 (526百万米ドノレ)、カラーブラウン管などの映像デバイス、ビ

デオ、オーディオなどの生産設備の増強に充当されました。

-舎後の見通し

今後につきましては、世界的な景気の停滞、個人消費の低迷、不

透明な為替動向、国内資本市場の長期低迷、価格競争の;職烈

化など、厳しい状況がさらに続くものと予想されます。このような状況

のもと、当社は、短期的には設備投資の厳選、在庫管理の徹底、

全部門における合理化・効率化なEあらゆる収益改善策を推し進

め、収益性および、財務体質の改善を図ってまし、ります。また、中長

期的な観点からは、独創的かつ付加価値の高い新製品の開発・

導入、海外事業の拡充、ソフトウェアヒマジ丸、スの一層の強化などを

図ることにより、事業基盤の拡大・強化および収益性の持続的向

上に努めてまいります。

設備投資については、当社は過去 3 年間で約 1 兆2 ， 000億円

(9 ， 023百万米ドノレ)にのぼる設備投資を行ってきており、主要な設

備投資計画は当年度までにはぼ完了したことから、 1993年 3 月

期の設備投資額は大幅に削減する予定です。

研究開発については、当社はエレクトロニクス分野の長期的成

長にとって研究開発活動が不可欠なものであると考えており、 1993

年 3 月期についても、当年度と同水準になる見込です。

営業活動から得た現金・預金{純額)(単位 : 十億円)

'92 

'91 

'90 

'89 

'88 

設備投資額(単位十億円)

'92 

'91 

'90 

'89 

'88 

151 

167 

164 

134 

192 

216 

453 

412 

324 

216 
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売上高

売上原価

販売費および一般管理費

営業利益

受取 (支払)利息一純額

為替差益 (差損) 一純額

税引前利益

法人税等

当期純利益(損失)

1株当り当期純利益(損失) : 

本来の1株当り当期純利益

希薄化した1株当り当期純利益

減価償却費

設備投資額

(有形固定資産増加額)

研究開発費

東京証券取引所における

普通株式1株当り株価:

高値

安値

ニューヨーク証券取引所における

lADR当り株価:

高値

安値

i 醐財務報告側株式情報 | 

第1四半期

1991年 1992年

-￥84 1. 2 ￥863.4 

556.4 614.8 

210.5 208.5 

91.1 58.8 

(10.9) (7.9) 

(3.0) 7.1 

70.3 56.2 

46.3 35.1 

24.5 23.3 

-￥ 60.2 ￥ 57.2 

60.1 57.2 

-￥ 46.2 ￥ 57.6 

77.6 114.1 

44.7 52.8 

-￥9， 100 ￥6，810 

7,520 5,650 

. $587/8 $ 503/8 

481/4 421/8 

ソニ株式会社および連結子会社

(未監査)

3月 31 日に終了した1年間

単{立: ートイE円
(1株当り金額を除()

第2四半期 第3四半期

1991年 1992年 1991年 1992年

￥903.9 ￥949.1 ￥ 1 ，023.0 ￥ 1， 125.4 

628.0 697.3 710.4 825.9 

220.8 231.0 236.6 245.2 

73.7 47.2 94.9 78.6 

(11.5) (11.9) (10.1) (11.5) 

4.0 9.5 27.8 12.9 

58.1 39.1 104.7 128.7 

30.8 20.2 55.6 35.5 

27.4 21.7 50.1 97.2 

￥ 67.0 ￥ 53.3 ￥ 12 1. 3 ￥ 234.0 

67.0 53.3 121.3 234.0 

￥ 5 1. 5 ￥ 65.4 ￥ 56.0 ￥ 69.1 

123.4 119.9 92.7 109.4 

53.0 62.6 49.9 58.1 

￥9 ， 150 ￥6，550 ￥ 7 ，200 ￥ 5，470 

5,500 5,300 5,360 3,980 

$611/2 $ 47 $ 531/8 s 411/8 
401/4 381/2 413/4 3t3/8 

第4四半期

1991年 1992年

￥ 848.5 ￥883.7 

610.8 700.3 

219.9 226.0 

37.8 (18.4) 

(5.3) (10.5) 

8.4 6.9 

31.5 (26.8) 

19.7 (0.5) 

14.9 (22.1) 

￥ 37.1 ￥ (51.5) 

37.1 (51.5) 

￥ 60.4 ￥ 73.1 

118.0 109.7 

58.2 67.1 

￥7， 180 ￥4，430 

5,640 3,800 

$ 54 7/8 $ 38 

421h 287/8 

単位 : 百万米ドノレ
(1株当 り金額を除()

第4四半期

1992年

$6,644.3 

5,265.5 

1,699.6 

(138.1) 

(78.8) 

52.0 

(201.9) 

(3.8) 

(166.1) 

$ (0.39) 

(0.39) 

$ 549.9 

824.6 

504.6 

$ 33.31 

28.57 

注記:1.米ドノレ金額は、便宜上、 1992年 3 月 3 1 日 現在の東京外国為替市場での円相場 1 米ドノレ =133円て、換算しています(連結財務諸表注記 2 参照)。

2.1992年 3 月 31 日現在の連結子会社は689社、持分法適用会社は15社であります。

3. 本来の 1 株当りの当期純利益は、新株引受権および一部の転換社債を含む普通株式相当証券の希薄化の影響を考慮し、普通株式の各年度の平均発行済株式数

にもとづき計算しています。希薄化した1株当りの当期純利益は、さらにその他のすべての転換社債が普通株式に転換されたものと仮定して計算しています。新株引受権

の希薄化の影響は、金庫株方式を適用して計算しています。本来の l 株当り当期純利益および希薄化した 1 株当り当期純利益は、いずれも株式分割による無償新株

式の発行を考慮 して計算しています。

4 . 当社の連結子会社である側ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメントは、 1991年11 月 22 日、 18 ， 000 ， 000株主?公募発行しました(当社は引受けを行っていません) 0 1 株当

りの発行価格は6 ， 800円で、当社の当該子会社に対する連結上の 1 株当りの持分額を超えており、発行総額は122 ， 400百万円となりま した。同株式の公募発行により、

当社の持分比率は、従来の96.2%から71.0%となりましたが、当社持分額は、払込金額により増加しました。この発行は、連結財務諸表上は当社持分の一部売却取

号 ! とみなされ、 61 ， 544百万円の子会社株式売却益が計上されました。現時点において、当社は、所有する当該子会社の株式を、今後売却する予定がないため、この子

会社株式売却益に対し税金引当を行ってし、ません。
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会計年度

売上高

営業利益

税引前利益・

法人税等

当期純利益・

1株当り当期純利益:

本来の1株当り当期純利益

希薄化したl株当り当期純利益

減価償却費

設備投資額(有形固定資産増加額)

研究開発費

会計年度末

正味運転資本

資本勘定

1株当り純資産

総資産

期中平均発行済株式数

(単位:千株)

期末発行済株式数

(単位:千株)

l 5年時約財務データ | 
ソニー株式会社および連結子会社

1988年

￥ 1 ， 555 ，219 

60,664 
71 ,836 
41 ,465 
37,236 

￥ 137.2 

132.4 

￥ 92,511 
134,049 
128,707 

￥ 140， 353 

646,076 
-￥ 2，459.88 

￥ 1 ，945 ，447 

274,560 

238,769 

単位:百万円
(1 株当り金額を除く)

3 月 31 日に終了した 1 年間

1989年 1990年 1991年

￥ 2 ， 145 ， 329 ￥2 ，879 ，856 ￥ 3 ，616 ， 517 

160,499 295,191 297,449 
165,516 227,429 264,591 
95,176 126,976 152,398 
72,469 102,808 116,925 

￥ 219.7 ￥ 279.0 ￥ 285.9 

218.9 278.9 285.7 

￥ 125 ，790 ￥ 164，751 ￥ 214.116 

215,613 323,750 411 ,652 

142,077 165,227 205 ,787 

￥ 348 ，476 ￥ 205 ，642 ￥ 129 ，904 

911 ,816 1,430,058 1,476,414 
￥ 2，933.17 ￥ 3 ，916.66 ￥ 3 ，964.04 

￥2 ，364，775 ￥4，370，085 ￥4，602，495 

334,336 371 ,450 417 ,202 

282,603 331 ,929 338,593 

1992年

￥3，821，582 

166,278 
197,177 
90,327 

120,121 

￥ 293.1 

293.0 

￥ 265，208 

453,115 
240,591 

￥ 306，553 

1,536,795 
￥ 4，119.23 

￥4，911，129 

417,599 

373,078 

単位:千米ドノレ
(1 株当り金額を除く)

3月 31 日に終了した1年間

1992年

$ 28,733,699 

1,250,211 
1,482,534 

679,151 
903,165 

s 2.20 

2.20 

$ 1,994,045 
3,406,880 
1,808,955 

$ 2,304,910 
11,554,850 

s 30.97 

$ 36,925,782 

注記:l.米ドノレ金額は、便宜上、 1992年 3 月 31 日現在の東京外国為替市場での円相場 1 米ドノレ=133円て、換算しています(連結財務諸表注記 2 参照)。

2.1992年 3 月 31 日現在の連結子会社は689社、持分法適用会社は15社であります。
3. 本来の 1 株当りの当期純利益は、新株引受権および一部の転換社債を含む普通株式相当証券の希薄化の影響を考慮、し、普通株式の各年度の平均発行済株式数

にもとづき計算しています。希薄化した 1 株当りの当期純利益は、さらにその他のすべての転換社債が普通株式に転換されたものと伎定して計算しています。新株引受権

の希薄化の影響は、金庫株方式を適用して計算しています。本来の l 株当り当期純利益および希薄化した 1 株当り当期純利益は、いずれも株式分割による無償新株

式の発行を考慮して計算しています。

4. 当社は、 1988年 1 月 5 日、ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメント社(旧シービーエス・レコード杜)およびシーピーエス社との合弁企業であった(掬ソニー・ミュージ、ツク

エンタテインメント (1日(掬シーピーエス・ソニーグループ)を合むシーピーエス社のレコード部門を買収しました。

また、 1989年11月 1 日および同年11月 7 日には、主として映画ピジオ、スを営むソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント社(旧コロンピア・ピクチャーズ・エンタテインメン

卜社)およびグーノfー・ピーターズ・エンタテインメント社をそれぞれ買収しました。

従って、当社の連結財務成績には、それぞれの買収日以降の業績が含まれています。

5. 当社の連結子会社である(附ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメントは、 1991年11月 22 日、 18 ， 000 ， 000株を公募発行しました(当社は引受けを行っていません) 0 1 株当

りの発行価格は6 ， 800円で、当社の当該子会社に対する連結上の l 株当りの持分額を超えており、発行総額は122 ， 400百万円となりました。同株式の公募発行により、

当社の持分比率は、従来の96.2%から71.0%となりましたが、当社持分額は、払込金額により増加しました。この発行は、連結財務諸表上は当社持分の一部売却取
号!とみなされ、 61 ， 544百万円の子会社株式売却益が計上されました。現時点において、当社は、所有する当該子会社の株式を、今後売却する予定がないため、この子

会社株式売却益に対し税金引当を行っていませんo
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l 地肌棚上欄 | 
ソ二株式会社および連絡子会社

単位:百万円 単位 :千米ドノレ

3 月 3 1 日に終了した 1 年間 3月 31 日に終了した1年間

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1992年

地域別売上高

日本 ￥ 537 ，942 ￥ 731 ，297 ￥ 869 ，478 ￥ 952 ，459 ￥ 967，248 $ 7,272,541 

34.6% 34.1% 30.2% 26.3% 25.3% 

米国 434,473 586,278 857 ,812 1,053 ,949 1,108,824 8,337,023 

27.9 27.3 29.8 29.2 29.0 

欧州 351 ,262 497 ,842 715 ,422 1,017 ,033 1,079,423 8,115,962 

22.6 23.2 24.8 28.1 28.3 

その他 231 ,542 329,912 437 ,144 593 ,076 666,087 5,008,173 

14.9 15.4 15.2 16.4 17.4 

売上高合計 ￥ 1 ， 555 ，219 ￥2 ， 145 ， 329 ￥2 ，879 ， 856 ￥ 3 ，616， 517 ￥3，821，582 $ 28,733,699 

製品別売上高

ビデオ機器 -￥ 451 ，064 ￥ 573 ，493 ￥ 743 ，709 ￥ 908 ， 399 ￥ 896，379 $ 6,739,692 
29.0% 26.7% 25.8% 25.1% 23.5% 

音響機器 479 ,484 560,772 722,211 881 ,777 947,770 7,126,090 

30.8 26.2 25.1 24.4 24.8 

テレピ 315 ,322 341 ,800 446,436 552,464 592,616 4,455,759 

20.3 15.9 15.5 15.3 15.5 

その他製品 270,529 329,076 419 ,765 542,356 616,779 4,637,436 

17.4 15.3 14.6 15.0 16.1 

エレクトロニクス分野計 1 ， 516ヲ 399 1,805 ,141 2,332,121 2,884,996 3,053,544 22,958,977 

97.5 84.1 81.0 79.8 79.9 

レコードピジオ、ス * 38,820 340,188 455 ,226 473 ,979 438,819 3,299,391 

2.5 15.9 15.8 13.1 11.5 

映画ピジオ、ス 92,509 257 ,542 329,219 2,475,331 

3.2 7.1 8.6 

エンタテインメント分野計 38,820 340,188 547,735 731 ,521 768,038 5,774,722 

2.5 15.9 19.0 20.2 20.1 

売上高合計- ￥ 1 ， 555 ，219 ￥2， 145 ， 329 ￥2，879 ， 856 ￥ 3 ，616 ， 517 ￥3，821，582 $ 28,733,699 

注記:米ドノレ金額は、便宜上、 1992年 3 月 31 日現在の東京外国為替市場での円相場 1 米ドノレ二133円で換算しています(連結財務諸表注記 2 参照) 。

*ソニー・ミュージ、ツクエンタテインメント社 (SMEI)は、 1991年 1 月、米国タイム・ワーナ一社の子会社と各々50%の共同出資により、合弁会社コロンピア・ハウス社主?設立し

ました。コロンビア・ハウス社は、従来SMEIの I 部門でしたが、同社設立後は持分法で評価されています。

当年度のエレク卜ロニクス分野の売上高およびその他の営業収益は、前年度よ り6 .2%増加し3 ， 156 ， 267百万円 (23 ， 73 1 ， 33 1千米ドノレ)となりました。 エンタテインメント分野の売

上高および、その他の営業収益は、前年度よ り5.0%増加し773.172百万円 (5 ， 81 3 ， 323千米ドノレ)となりました。当年度のエレク卜ロニクス分野の営業利益は、前年度より54.8%減

少し112 ， 548百万円 (846 ， 226千米ドノレ)となりました。 エンタテインメン卜分野の営業利益は、前年度よ り 14.3%増加し53 ， 168百万円 (399 ， 759千米ドノレ)となりました。

地域別の売上高およびその他の営業収益て、は、 国内は前年度より7.6%増加し2.483.305百万円(18 ， 671 , 466千米ドノレ)となり、海外は前年度より8.3%増加し2 ， 535 ， 614百万

円(19 ， 064 ， 767千米ドノレ)となりました。地域別の売上高およびその他の営業収益は、親会社および子会社の所在地別の区分にもとづいており、囲内と海外の子会社間の主要な

取引が含まれております。

以上のセグメント情報は、部門月1) ・地域別情報の開示についての日本の証券取引法の要求にもとづくものです。なお、これらの開示情報は、米国の財務会計基準審議会の基準

書第14号「企業のセグメン卜別財務報告書」と一致するものではありません。

EBITDA 

エンタテインメン 卜分野の、当年度の持分法による投資損益を含めた、支払利息、税金、減価償却費控除前の利益(EBITDA) は112 ， 404百万円 (845 ， 143千米わけとなりま し

た。この数値は、買収により取得されたエンタテインメン卜分野の業績をよりよく理解していただくために開示しています。
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| 連結貨信対照表 | 
ソ二株式会社および連結子会社

資産 単位 :百万円

3 月 3 1 日 現在

1991年 1992年

流動資産:

現金・預金および現金等価物(注記4) ￥ 442 ，972 ￥ 418，363 

定期預金(注記9) 114,700 133,039 
有価証券(注記7) 33,546 23,133 
受取手形および売掛金(注記6) 747,515 723,599 
貸倒および返品引当金 (47,118) (40,730) 
棚卸資産(注記5) 731.706 877,007 
繰延税金 65,087 64,303 
前払費用およびその他の流動資産・ 146,087 159,752 

流動資産合計 2,234,495 2,358,466 

長期棚卸資産一映画(注記5) 198,253 211,719 

投資および貸付金:

関連会社に対する投資および貸付金(注記6) 36,840 39,044 
従業員貸付金 2,886 3,047 
投資有価証券その他(注記7) 173,951 189,954 

213,677 232,045 

有形固定資産(注記9および14) : 

土地 132,646 153,561 
建物および構築物 495,874 590,760 
機械装置およびその他の有形固定資産 1,108,633 1,323,548 
建設仮勘定 93,054 111,953 

1,830,207 2,179,822 
控除一減価償却累計額 783,421 962,852 

1,046,786 1，216~970 

その他の資産(注記3および8) : 

無形固定資産 147.044 136,129 
営業権 595,372 569,677 
その他 166,868 186,123 

909.284 891,929 

￥4，602，495 ￥4，911，129 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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単位:千米ドノレ
(注記 2 ) 

3 月 31 日現在

1992年

$ 3,145,587 
1,000,293 

173,932 
5,440,594 
(306,241) 

6,594,038 
483,481 

1,201,143 

17,732,827 

1,591,872 

293,564 
22,910 

1,428,225 

1,744,699 

1,154,594 
4,441,805 I 

9,951,489 
841,752 

16,389,640 
7,239,489 

9,150,151 

1,023,526 
4,283,286 
1,399,421 

6,706,233 

$ 36,925,782 



負債および資本

流動負債:

短期借入金(注記9) ・

1年以内に返済期限の到来する長期借入債務(注記9および14)

支払手形および買掛金(注記6)

設備関係支払手形

未払配当金

未払法人税およびその他の未払税金

その他の流動負債(注記10)

流動負債合計

固定負債:

長期借入債務(注記9および14)

未払退職・年金費用(注記10)

長期繰延税金

その他の固定負債

少数株主持分

資本(注記12):

資本金一額面1株当り50円

授権株式数 1 ， 350 ， 000 ， 000株

発行済株式数 1991年 3 月 31 日現在-338 ， 592 ， 899株

1992年 3 月 31 日現在-373 ， 077 ， 895株

資本準備金

利益準備金

特別積立金

その他の剰余金

累積外貨換算調整額

契約債務および偶発債務(注記17)
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単位:百万円

3 月 31 日現在

1991年 1992年

￥ 778 ，554 ￥ 798，728 

12,369 36,222 
665,734 604,928 

30,251 27,125 
8,788 9,451 

123,960 89,189 
484,935 486,270 

2,104,591 2,051,913 

694,522 885,301 
74,121 80,205 
58,459 70,106 

173,316 207,654 

1,000,418 1,243,266 

21 ,072 79,155 

296,483 
297,949 

437,921 439,430 
16,295 19,118 
26,151 30,683 

766,390 861,227 
(66,826) (111,612) 

1,476,414 1,536,795 

￥4，602，495 ￥4，911，129 

単位 :千米ドノレ
(注記 2 ) 

3 月 31 日現在

1992年

$ 6,005,474 
272,346 

4,548,331 
203,947 

71,060 
670,594 

3,656,165 

15,427,917 

6,656,399 
603,045 
527,113 

1,561,308 

9,347,865 

595,150 

2,240,218 
3,303,985 

143,745 
230,699 

6,475,391 
(839,188) 

11,554,850 

$36,925,782 



連結損益および剰余金結合計算書 | 
ソニー株式会社および連結子会社

単佐:百万円
単位:千米ドノレ

(注記 2 ) 

3 月 31 日に終了した 1 年間
3月 31 日に終了
した1年間

1990年 1991年 1992年 1992年

売上高およびその他の営業収益:

売上高(注記6) -￥2，879，856 ￥ 3，616， 517 ￥3，821，582 $28,733,699 
その他の営業収益 65,386 74,259 93,814 705,368 

2,945,242 3,690,776 3,915,396 29,439,067 

売上原価および販売費・一般管理費:

売上原価(注記6および13) 1,938,016 2,505,554 2,838,344 21,340,932 
販売費および一般管理費 712,035 887,773 910,774 6,847,924 

2,650,051 3,393,327 3,749,118 28,188,856 

営業利益・ 295,191 297,449 166,278 1,250,211 

その他の収益:

受取利息および受取配当金 44,190 64,892 62,646 471,022 

為替差益(純額) 37,209 36,474 274,241 

その他 47,363 40,475 44,887 337,496 

91 ,553 142,576 144,007 1,082,759 

その他の費用:

支払利息 70,883 102,681 104,504 785,744 
為替差損(純額) 39,724 

その他 48,708 72,753 70,148 527,429 

159,315 175,434 174,652 1,313,173 

子会社株式売却益前利益 227,429 264,591 135,633 1,019,797 
子会社株式売却益(注記15) 61,544 462,737 

税引前利益 -・・・ 227 ,429 264,591 197,177 1,482,534 

法人税等(注記11) : 

当年度分 128,017 146,184 73,201 550,383 
税効果当期配分額 (1,041) 6,214 17,126 128,768 

126,976 152,398 90,327 679,151 

連結会社利益 100,453 112,193 106,850 803,383 
持分法による投資損益(注記6) ・ 2,355 4,732 13,271 99,782 

当期純利益 102,808 116,925 120,121 903,165 
その他の剰余金:

期首残高 600,184 674,962 766,390 5,762,331 
新株発行費(税効果調整後) ( 4,301) (256) (125) (940) 

現金配当金 (1 6,464) (1 6,908) (17,804) (133,865) 
利益準備金繰入額 (3,031) (2,729) (2,823) (21,225) 
特別積立金繰入額(税効果調整後) (4,234) (5,604) (4,532) (34,075) 

期末残高 -￥ 674，962 ￥ 766，390 ￥ 861，227 $ 6,475,391 

単位:円
単位:米ドノレ

(注記 2 ) 

1株当り当期純利益:

本来の1株当り当期純利益

希薄化した1株当り当期純利益・

1株当り現金配当金
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添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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i 連結キャッシユ・フロー表 | 
ソニー株式会社および連結子会社

単位:百万円

3 月 31 日に終了した 1 年間

1990年 1991年 1992年

営業活動からのキャッシュ・フロー:

当期純利益・ -￥ 102，808 ￥ 116 ，925 ￥ 120，121 

営業活動から得た現金・預金(純額)への当期純利益の調整

有形固定資産の減価償却費および無形固定資産の償却費 164,751 214,116 265,208 
持分法による投資損益(受取配当金控除後) 1,511 (3,832) (124) 

為替差損(益) 8,778 2,046 (570) 

退職・年金費用(支払額控除後) 9,878 3,319 6,465 
固定資産処分損 10,837 4,148 7,209 
子会社株式売却益(注記15) (61,544) 
繰延税金・ (1,041) 6,214 17,126 
資産および負債の増減(買収による影響を除く)

受取手形および売掛金の(増加)減少 (104,248) (98,95 1) 16,471 
棚卸資産の増加 (109,95 1) ( 132,324) (158,202) 
その他の流動資産の増加 (20,505) (67,641) (11,946) 
支払手形および買掛金の増加(減少) 108,604 81 ,069 (49,830) 
未払法人税およびその他の未払税金の増加(減少) 18,755 20,612 (29,098) 
その他の流動負債の増加(減少) 33,438 60,880 (7,970) 

その他・ (7,734) (39,104) 37,541 

営業活動から得た現金・預金(純額) 215,881 167,477 150,857 

投資活動からのキャッシュ・フロー:

固定資産の購入 (325,979) ( 402,954) (制4，828)

固定資産の売却 9,485 9,957 23,526 
子会社株式売却(関連費用控除後) (注記15) 120,426 
投資および貸付 (1 29,491) (1 01 ,642) (161,771) 
投資有価証券の売却および貸付金の回収 83,961 87,230 102,122 
有価証券の購入 (53,720) (69,154) (95,578) 
有価証券の売却 85,944 98,238 106,430 
定期預金の(増加)減少 (1 43,109) 73,897 (26,261) 
1990年および1992年の買収額一各年度の買収資産に含まれる現金・預金

11 ， 404百万円および6 ， 978百万円控除後(注記3) (550,72 1) (38,146) 
その他 (27,971) ( 4,57 1) (2,823) 

投資活動に使用した現金・預金(純額) (1,051 ,601) (308,999) (416,903) 

財務活動からのキャッシュ・フロー:

長期借入 427,888 131 ,674 272,012 
新株引受権の発行 23,600 
新株発行(新株発行費控除後) 237,025 1,796 
長期借入金の返済 ( 4,217) (69,639) (38,034) 
短期借入金の増加 340,197 91 ,781 32,928 
現金配当金・ (1 4,155) (16,890) (17,141) 
その他 (24,224) 1,310 (4,875) 

財務活動から得た現金・預金(純額) 986,114 140,032 244,890 

為替相場変動の現金・預金および現金等価物に対する影響額 3,385 (7,206) (3,453) 

現金・預金および現金等価物純増加(減少)額 153,779 (8,696) (24,609) 
現金・預金および現金等価物期首残高 297,889 451 ,668 442,972 

現金・預金および現金等価物期末残高 -￥ 451 ，668 ￥442，972 ￥'418，363 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。
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単位:千米ドノレ
(注目C 2) 

3月 31 日に終了
しTニ1年間

1992年

$ 903,165 

1,994,045 
(932) 

(4,286) 
48,609 
54,203 

(462,737) 
128,768 

123,842 
(1,189,489) 

(89,819) 
(374,662) 
(218,782) 

(59,925) 
282,263 

1,134,263 

(3,344,571) 
176,887 
905,459 

(1,216,323) 
767,835 

(718,632) 
800,226 

(197,452) 

(286,812) 
(21,226) 

(3,134,609) 

2,045,203 

(285,970) 
247,579 

(128,880) 
(36,654) 

1,841,278 

(25,962) 

(185,030) 
3,330,617 

$3,145,587 



ソ二一株式会社および連結子会社

1.主要な会計方針の要約

当社および日本の子会社は、日本において一般に公正妥当と認めら

れた会計原則に従って、会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しておりま

す。また、当社の海外子会社は、その子会社が所在する国において一

般に公正妥当と認められた会計原則に従っております。税金の期間配

分処理、新株引受権の資本化、特別積立金の修正、費用の計上なら

びに外貨換算等の修正および組替えが、米国において一般に公正

妥当と認められた会計原則に適合するために、当連結財務諸表に反映

されております。これらの修正事項は、法定帳簿には記録されておりませ

ん。

上記の修正事項を反映した後の主要な会計方針は以下のとおりで

あります。

(1).連結の基本方針ならびに関連会社に対する投資の会計処理

当社の連結財務諸表は、当社および当社が過半数の株式を所有

する子会社の財務諸表を連結しております。連結会社聞の重要な取引

ならびに債権債務は、すぺて消去しております。20-50%所有会社に対

する投資は、取得価額に未分配利益に対する当社の持分額を加算し

た金額をもって計上しております。当期純利益は、これらの会社の当年

度の純利益に対する当社の持分額から未実現内部利益を控除した金

額を含んでおります。

連結子会社および持分法適用会社に対する投資のうち、当該会社

の純資産額の当社持分を超える金額は、取得時点における適正価額

にもとづき、認識しうる各資産に配分しております。特定の資産に配分さ

れなかった金額は、営業権として計上しております。

連結子会社あるいは持分法適用会社は、公募あるいは転換社債の

転換により、当該会社に対する1株当りの持分額を超えるあるいは下回る

価格で、第三者に対して株式を発行することがあります。このような取引

によって認識される当社持分の増減額は、その持分の変更が発生した

年度の損益として計上しております。 1991年4月 1 日以前は、この持分の

増加額は、資本準備金として計上しておりましたが、その金額は重要で

はありません。

自外貨換算

海外子会社および関連会社の財務諸表項目の換算においては、資

産ならびに負債は、決算日の為替相場によって円貨に換算し、収益なら

びに費用は、取引発生日の為替相場によって円貨に換算しております。

その結果生じた換算差額は、累積外貨換算調整額として資本の部に

表示しております。

当社および子会社の外貨建金銭債権および債務は、決算日の為替

相場によって換算し、その結果生じた為替差損益は、当期の損益に計

上しております。

(3)収益認識

当社の製品売上高は、出荷基準で計上しております。

映画ピジオ、スにおける劇場映画収益は、劇場公開日基準で計上し

ております。テレビ放映権からの収益は、映画あるいはテレビ番組がは

じめて放映可能となった時点て、計上しております。ホームビデオの売上

高は、出荷基準で計上しております。
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同)現金・預金および現金等価物

現金・預金および現金等価物には、取得日からほぼ3ヵ月以内に満

期の到来する流動性の高い投資で、表示された金額で容易に換金さ

れ、かつ満期日までに利率の変化による価額変動が僅少なもののみを

含んでおります。

(5)1市場性ある有価証券およびその他の投資

有価証券および投資有価証券その他に含まれている市場性ある株

式は、それぞれ一括し、また、その他の市場性ある有価証券は、個別に

低価法により評価しております。

上記以外の投資有価証券は、取得価額またはそれ以下の価額で計

上しております。売却された市場性ある株式の原価は、銘柄別に平均

法により計算しております。

(6)湖卸資産

エレクトロニクスピジ、オ、スおよび、レコードビジネスにおける棚卸資産

は、取得原価で評価しており、時価を超えているものはありません。これら

の棚卸資産の取得原価は、先入先出法により計算している一部の子会

社の製品を除き、平均法によって計算しております。

映画ピジオ、スにおける棚卸資産は、フィノレム製作費用・プリント費用・

宣伝費用および間接費の配賦額を含んでおります。これらの映画製作

原価は、当社の予想総収益に対する各年度の収益割合に応じて償却

しております。各映画ごとに未償却残高を予想正味実現可能価額と比

較し、必要と認められた場合は評価減を行っております。第一次市場か

らの収益に対応して償却される映画およびテレビ番組の製作原価は流

動資産として計上しております。映画の第一次市場は、劇場・ホームビ

デオおよび有料テレビ放送を含みます。テレビ番組の第一次市場は、

オ、ットワーク・初公開シンジケート配給を含みます。その他の映画製作

原価は、長期棚却資産として表示しております。

ワ清形国定資産および減価償却

有形固定資産は、取得原価で表示しております。有形固定資産の

減価償却費は、当該資産の区分、構造および用途等により見積られた

耐用年数にもとづき、主として、当社および日本の子会社においては定

率法で、海外子会社においては定額法で、それぞれ計算しております。

一定額以上の更新および追加投資は、取得原価で資産計上しており

ます。維持、修繕費および少額の更新、改良に要した費用は発生時の

費用として処理しております。

(8);無形固定資産および営業権

無形固定資産は、主としてアーテイストコントラクトおよび、ミュージ、ツク

カタログからなっており、それぞれ王に16年および21年で均等償却して

おります。

買収時に計上された営業権は、主に40年で均等償却しております。

(BJiH，聴者に対する退蟻年金以外の給付債務

1990年12月に、米国財務会計基準審議会は、その基準書第106号

「退職者に対する退職年金以外の給付債務の会計処理(Employers'

Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions)J 

(以下基準書第106号)を公表しました。これは退職者に対する退職年



金以外の給付額を見積り、債務として計上することを要求するものです。

当社は、 1993年4月 1 日に開始する会計年度より基準書第106号の適
用を予定しております。基準書第106号を適用した場合の影響額は算

定しておりませんが、将来の経営成績や財政状態に与える影響は重要

でないと思われます。

(10)，法人税等および特別積立金

当社、日本の子会社および海外の一部の子会社は、税務上、利益

金処分または費用として計上することを条件として、財務会計では必要と

されなし、特別償却準備金および海外市場開拓準備金等の損金算入

が認められております。これらの準備金等は、法人税等の支払いを繰り

延べる効果があります。従って、法人税等相当額を繰延税金として処理

し、当該税額控除後の残額は、連結財務諸表上、特別積立金として表

示しております。

1992年2月に、米国財務会計基準審議会は、その基準書第109号

「法人税等の会計処理(Accounting for Income Taxes)J (以下基

準書第109号)を公表しました。基準書第109号にもとづく繰延税金の算

定においては資産・負債法が要求されております。基準書第109号は基

準書第96号を改訂し、またその他の関連する会計基準を修正あるいは

改訂するものであります。当社の場合、基準書第109号は1993年4月 1

日に開始する会計年度の第1四半期までに適用することになりますが、そ

れ以前に適用するかどうかは決定しておりません。また、基準書第109号

を適用した場合の連結財務諸表への影響額は、現時点では算定でき

ません。

仰 l 株当D当期締利益1 

本来の1株当り当期純利益は、新株引受権および一部の転換社債

を含む普通株式相当証券の希薄化の影響を考慮し、普通株式の各

年度の平均発行済株式数にもとづき計算しております。希薄化した1株

2. 米ドルによる表示額

米ドノレ金額は、便宜的に円貨を米ドノレに換算した額を表示しておりま

す。これらのドノレ表示額は、円金額が実際の米ドノレを表したり、または、

米ドノレに換金された、あるいは換金されうるというように解されるものでは

3. 買収

1989年6月 22 日に、当社は、サンドストランド・コーポレーションのトラ

ンスコム・システムズ部門(以下トランスコム社)が所有するすべての資

産および、負債を約60百万米ドノレてや買収いたしました。トランスコム社は、

世界市場で、民間航空機の機内AV娯楽システムの設計、製造および

設置を行っております。

1989年9月 19 日に、当社は、マテリアノレズ・リサーチ・コーポレーショ

ン(以下MRC社)およびその関係会社の発行済普通株式のすべてを、

約58百万米ドノレて、取得いたしました。同社は、金属薄膜形成装置、エッ

チング装置および、高純度合金の製造・販売を行っております。

1989年11月に、当社は、主として映画ヒ守ジ月、スを営むコロンヒ守ア・ピク

チャーズ・エンタテインメント・インク(以下CPE社)および、グーパー・ピ

ーターズ・エンタテインメント・カンパニーの発行済普通株式のすべて

を、それぞれ約34億米ドノレおよび約2イ意米ドノレて守取得いたしました。
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当り当期純利益は、さらにその他のすべての転換社債が普通株式に転

換されたものと仮定して計算しております。新株引受権の希薄化の影響

は、金庫株方式を適用して計算しております。

本来の1株当り当期純利益および希薄化した1株当り当期純利益

は、いずれも株式分割による無償新株式の発行を考慮、して計算しており

ます。

(l勝式分割による無償新株式の発行

当社は、株式分割による無償新株式の発行を行うことがあります。こ

の会計処理には、額面額により資本準備金から資本金勘定へ振替処

理を行う方法と、何ら振替処理を行わずに、資本金勘定中の額面額を

超える部分を当該発行に充当する方法とがあります。 1991年4月 1 日より

適用された改正商法のもと、従来の株式配当は、株主総会の決議によ

る、その他の剰余金から資本金勘定への組入れと、その金額に対する

取締役会で決議された株式分割による無償新株式の発行により行わ

れます。

側新株発行費

新株発行費は、米国では一般的に資本勘定の控除項目として処理

されておりますが、日本の商法上、この処理は認められておりません。従

って、連結財務諸表上、当該費用は、関連する繰延税金を控除した額

をもって、その他の剰余金から直接控除しております。

ありません。 1992年3月 31 日現在の東京外国為替市場での実勢為替

相場1米ドノレニ 133円を当連結財務諸表上の米ドノレ額表示のために

イ吏用しております。

1991年8月 23 日に、当社は、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメン

ト・インク (1991年8月 7 日付でコロンピア・ピクチャーズ・エンタテインメ

ント・インクより社名変更)を通じて、ジ、ョイントベンチャーてやあったアー

ノレ・シー・エー・コロンピア・ホームビデオ(以下RCA/コロンピア社)の

残り50%の持分を約325百万米ドノレてや取得いたしました。買収後RCA/

コロンビア社より社名変更したコロンピア・トライスター・ホームビデオお

よびその関係会社は、各国でホームヒ守デオの販売を行っております。

これらの買収は、すべてパーチェス法て処理され、当社の連結財務

諸表には、被買収会社の買収日以降の期間の経営成績が含まれて

おります。買収価額のうち、取得純資産を超過する部分の金額は、棚卸

資産、土地、有形固定資産および無形固定資産なEの資産に、それら

の適正価額にもとづいて配分し、配分しなかった金額については営業権

として計上しております。



以下は、 1990年3月 31 日に終了した年度の期首に、トランスコム社、 ロンピア社の買収が行われたと仮定した場合の各 1 年間の当社の連

MRC社およびCPE社の買収が行われたと仮定した場合ならびに1991 結経営成績を表したものであります(監査は受けておりません)。

年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した各年度の期首にRCA/コ

売上高

当期純利益

1株当り当期純利益一

本来の1株当り当期純利益

希薄化した1株当り当期純利益

単位:百万円

3月 31 日に終了した

1年間

1990年 1991年

￥243.3 

243.2 

単位:円

￥283.0 

282.8 

￥290.2 

290.2 

単位:米ドノレ

上記の経営成績は、各年度の期首に買収が履行された場合の実 ものでもありません。

際の業績を表わすものではなく、また、将来の予想される業績を表わす

4. キャッシュ・フローに関する情報

法人税等の支払額は、 1990年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992

年3月 31 日に終了した各1年間において、それぞれ107 ， 369百万円、

124 ， 397百万円および、104 ， 674百万円 (787 ， 023千米わけであります。

また、これらの年度における利息の支払額は、それぞれ73 ， 629百万円、

98 ， 951百万円および105 ， 179百万円 (790 ， 820千米わけであります。

キャピタノレ・リースの未払金発生額は、 1990年3月 31 日、 1991年3月

31 日および1992年3月 31 日に終了した各1年間において、それぞれ

2 ， 977百万円、 12 ， 828百万円および、6 ， 244百万円 (46 ， 947千米わけ

であります。

5. 棚卸資産

転換社債から資本金および資本準備金に転換された金額は、 1990

年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した各1年

間において、それぞれ85.838百万円、 34.897百万円および2 ， 975百万

円 (22 ， 369千米わけであります。

1990年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した各1年間において

当社は、買収により、それぞれ435 ， 041百万円および16 ， 198百万円

(121 ， 789千米ドノレ)の負債を引き継ぎました。

1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日現在の棚卸資産の内訳は下記のとおりであります。

単位:百万円 単位:千米ドノレ

3月 31 日現在 3月 31 日現在

1991年 1992年 1992年

流動資産

製品 ￥469，820 ￥548，190 $4,121,730 

仕掛品・ 124,469 128,873 968,970 

原材料・購入部品 115,049 127,634 959,654 

映画

既公開 22,368 72,310 543,684 

￥731 ，706 ￥877，007 $6,594,038 

長期棚卸資産-映画

既公開 -￥ 119，710 ￥123，816 $ 930,947 

製作中 78,543 87,903 660,925 

￥198 ，253 ￥211，719 $1,591,872 
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6. 関連会社に対する投資と取引

持分、法によって評価されている関連会社に関する要約財務情報は下記のとおりであります。

単位:百万円

3月 31 日現在

1991年 1992年

流動資産・ -￥ 96，478 ￥145，849 

有形固定資産 13,696 15,394 
その他の資産 5,874 9,768 

資産合計 -￥ 116，048 ￥171，011 

流動負債・ ￥ 33，064 ￥ 75，274 

固定負債・ 1,772 9,302 
資本勘定・ 81 ,212 86,435 

負債および資本合計 -￥ 116，048 ￥171，011 

期末現在の会社数 -・・・・・・・ 7 15 

単位:百万円

3 月 31 日に終了した 1 年間

売上高

売上総利益

当期純利益

1990年 1991年 1992年

￥471，158 

134,844 
27,113 

持分法によって評価されている関連会社との取引および取引残高は下記のとおりであります。

売掛金

買掛金

売上高・

仕入高・

1990年
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単住:百万円

3月 31 日現在

3 月 31 日に終了した 1 年間

1991年

￥286，396 

4,622 

単位:千米ドノレ

3月 31 日現在

1992年

$1,096,609 
115,744 
73,444 

$1,285,797 

$ 565,970 
69,940 

649,887 

$1,285,797 

単住:千米ドノレ

$3,542,541 
1,013,865 

203,857 

単佐:千米ドノレ



7. 市場性ある有価証券

1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日 現在における有価証券 額および時価総額の内訳は下記のとおりであります。

および投資有価証券その他に含まれている市場性ある株式の原価総

単位:百万円 単位:千米ドノレ

3月 31 日現在 3月 31 日現在

1991年 1992年 1992年

有価証券:

原 f面 -￥ 3，316 ￥ 1，662 $ 12,496 
時 価(貸借対照表計上額) 3,203 1,363 10,248 

投資有価証券その他:

原 価(貸借対照表計上額) -￥ 34，988 ￥ 37，828 $284,421 

時 イ面 157,975 112,875 848,684 

1992年3月 31 日現在の市場性ある株式にかかる未実現利益および損失の総額は下記のとおりであります。

有価証券

投資有価証券その他

1990年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した

各1年間における市場性ある株式の売却損益は、それぞれ8 ， 375百万

円、 1 ， 131百万円の売却益および350百万円 (2 ， 632千米ドノレ)の売却

B. 無形固定資産および営業権の償却累計額

1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日 現在における無形固定

資産および営業権の償却累計額は、それぞれ68 ， 096百万円および

9. 短期借入金および長期信入債務

1992年3月 31 日現在の短期借入金の内訳は下記のとおりであります。

借入金(主として銀行借入金) (利率:年3.78%-13.00%)

コマーシャルペーパー(利率:年3.986%-5 .27%)
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単位:百万円 単位:千米ドノレ

損であります。

1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日現在の株式以外の市

場性ある有価証券の原価は、おおむね時価であります。

91 ， 032百万円 (684 ， 451千米わけであります。

単位:百万円 単位 :千米ドノレ



1992年3月 31 日現在の長期借入債務の内訳は下記のとおりであります。

単住:百万円 単位:千米ドノレ

無担保の借入金(借入先:主として銀行)

[利率:年2.0%-14.75%、返済期限 1992年-2012年] ￥ 326， 194 $2,452,586 
無担保米貨建転換社債:転換価格3.200.2円 (12.49米ドノレ: 1米ドノレを￥256.30で換算)

[利率:年6.0%、満期 1997年、期限前償還可能] 169 1,271 
無担保転換社債:転換価格4.159.9円 (31.28米ドノレ)

[利率:年2.0%、満期 2000年、期限前償還可能] 1,724 12,962 
無担保転換社債:転換価格4.387.9円 (32.99米ドノレ)

[利率:年1. 5%、満期 2002年、期限前償還可能] 4,149 31 ,196 
無担保転換社債:転換価格5 ， 415.5円 (40.72米ドノレ)

[利率:年1. 4%、満期 2003年、期限前償還可能] 31 ,715 238,459 
無担保転換社債:転換価格7 ， 990.9円 (60.08米ドノレ)

[利率:年1. 4%、満期 2005年、期限前償還可能] 298,493 2,244,308 
無担保スイスフラン建転換社債(連結子会社の発行):転換価格1.589円 (11.95米ドノレ)

[利率:年5.25%、満期 1995年、期限前償還可能] 4,202 31 ,594 
無担保分離型新株引受権付社債(未償却発行差金控除後)

[利率:年0.3%、満期 1994年、期限前償還可能]

無担保米貨建社債

[利率:年8.25%、満期 1993年]

無担保社債

[利率:年6.875%、満期 2000年]

無担保米貨建劣後社債(連結子会社の発行)

[利率:年9.875%、満期 1998年]

無担保社債(連結子会社の発行)

[利率:年10.50%、満期 1994年、期限前償還可能]

無担保日経インデックス債(連結子会社の発行)

[満期 1997年、期限前償還可能]

無担保円・ドイツマノレク為替連動債(連結子会社の発行)

[利率:年7.0%、満期 1995年、期限前償還可能]

無担保社債(連結子会社の発行)

[利率:年5.7%、満期 1997年、期限前償還可能]

無担保シンガポールドノレ建社債(連結子会社の発行)

[利率:年7.5%、満期 1996年]

担保付社債(連結子会社の発行)

[利率:年5.0%、満期 1996年、期限前償還可能]

担保付社債(連結子会社の発行)

[利率:年5.3%、満期 1996年、期限前償還可能]

長期キャピタノレ・リース未払金

[利率:年2.5%-25.2%、返済期限 1992年-2034年]

預り保証金

控除: 1年以内に返済期限の到来する額・

1990年2月 14 日に当社は、 0.3%利付分離型新株引受権付社債

(未償還残高1 ， 000億円)を発行し、たしました。 1新株引受権は、 1社債

券(券面額1百万円)ごとに付与されており、その所有者は1新株引受権

につき、 1百万円 (7 ， 519米ドノレ)相当の当社普通株式を1株当り7 ， 670

円 (57.67米ドノレ) (状況により調整されます)で取得する権利 (1単位)

を有します。 1992年3月 31 日現在で、 1990年に発行された1 ， 000億円
(751 ， 880千米ドノレ)の新株引受権は未行使であり、この新株引受権

の行使期間は1994年2月 10 日に終了します。
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88,938 668,707 

13,277 99,827 

50,648 380,812 

44,488 334,496 

2,799 21 ,045 

7,094 53,338 

3,089 23,226 

5,303 39,872 

1,998 15,023 

2,000 15,038 

2,000 15,038 

28,643 215,361 
4,600 34,586 

921 ,523 6,928,745 
36,222 272,346 

￥ 885 ， 301 $6,656,399 

社債発行時における新株引受権の適正な見積価額を、資本準備金

として計上するとともに、社債の未償還残高から同額を発行差金として控

除しております。これらの発行差金は、社債の償還期間にわたり償却さ

れます。 1994年満期の0.3%利付分離型新株引受権付社債の実質

的な利率は新株引受権について見積られた価額を考慮、すると、約年

6.2%となります。

帳簿価額10 ， 385百万円 (78 ， 083千米ドノレ)の有形固定資産が、連

結子会社が発行した普通社債の担保に供されております。



1992年3月 31 日現在における長期借入債務の1992年4月 1 日以降の5年間の各年度別の返済予定額は下記のとおりであります。

3月 31 日に終了する各年度

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

邦銀数行との取引約定書にもとづき、当社は当該銀行から要求があ

れば直ちに担保(当該銀行に対する預金を含みます)を提供し、あるい

は保証人をたてる義務を負っております。この約定または他の理由により

供される担保は、当該銀行に対する現在および将来のすべての債務を

共通に担保するものであります。

銀行借入および他の融資約定に関連して正式な拘束性預金を設

10. 年金および退職金制度
当社おまび日本の子会社の従業員は、通常、退職時に、その時点に

おける給与と勤続年数にもとづいて計算された退職一時金または以下

に述べる年金の受給資格を有します。定年前に退職した場合の最低支

給額は、通常、自己都合による退職事由にもとづいた金額となります。定

年退職を含む会社都合による退職の場合、従業員は最低支給額を上

回る退職金を支給されます。役員の退任に際しては、内規にもとづく退

職一時金が、株主総会の決議を要件として支払われます。

1991年11月 1 日より、当社および一部の日本の子会社は、これまで

の適格退職年金制度に代えて、厚生年金保険法にもとづく厚生年金基

金制度を発足させました。一方、その他の日本の子会社は、従来の適

格退職年金制度を継続しております。この新たに適用された厚生年金

基金制度は、会社と従業員からの拠出により構成される国の年金制度

の一部を会社が代行し、また適格退職年金制度の給与比例部分を加

算部分として引き継いだものであります。現行の給付規則のもとで、通

常、 15年以上勤続後退職する従業員に対する退職金の60%がこの制

日本国内制度:

純退職・年金費用(収益) : 

勤務費用一年間給付発生額

予測給付債務に係る利息費用

年金資産運用(収益)損失

純償却費用および繰延損益

年金数理上の純退職・年金費用

従業員負担分

純退職・年金費用

海外制度:

純退職・年金費用(収益) : 

勤務費用一年間給付発生額

予測給付債務に係る利息費用

年金資産運用収益

純償却費用および繰延損益

純退職・年金費用
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単位:百万円

・￥ 36，222

183,398 
114,088 
32,121 
74,725 

単位 :千米ドノレ

$ 272,346 
1,378,932 

857,805 
241 ,511 
561 ,842 

定することは、日本では公的な制度として行われることはありませんが、

種々の融資約定を取り交わしている銀行に、定期預金を設けることは一

般に行われておりまず。当社は、そのような融資約定を取り交わしている

銀行に対して、 1992年3月 31 日現在2 ， 915百万円 (21 ， 917千米ドノレ)

の定期預金を設けております。

度により充当され、残りの部分については退職給与引当金により支給さ

れます。給付は退職する従業員の選択により月払いの年金あるいは一

時金として支給されます。年金基金へ拠出された資金は関係法令に従

い、数社の金融機関により運用されております。

大部分の海外子会社は、ほぼ全従業員を対象とする給付建年金制

度あるいは退職一時金制度を有しており、拠出による積立てを行うか、

引当金を計上しております。これらの制度にもとづく給付額は、主に退職

時の給与と勤続年数によって計算されます。

米国財務会計基準書第87号「退職年金に関する会計処理

(Employers' Accounting for Pensions) J にもとづく1990年3月 31

日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した各年度の純退

職・年金費用および1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日現在の

年金制度の財政状況ならびに計算上の想定率は下記のとおりでありま

す。

単位:百万円 単位 :千米ドル

3月 31 日に終了した1年間 3月し3た1 日1 .ioJに三 1終m 了

1990年 1991年 1992年 1992年

￥ 11 ， 316 ￥ 12 ，641 ￥16，120 $121,203 
5,919 6,981 8,096 60,872 

(5,948) 2,630 (2,865) (21,541) 
591 (9,53 1) (2,037) (15,316) 

11 ,878 12,721 19,314 145,218 
(770) (5,789) 

￥ 11 ， 878 ￥ 12，721 ￥18，544 $139,429 

単位:百万円 単住:千米ドノレ

3月 31 日に終了した1年間 3月し3T1ニB1釜仁手R率H格了 I

1990年 1991年 1992年 1992年

￥4，728 ￥5 ，216 ￥9，132 $68,662 I 

2,292 2,607 2,682 20,165 
(2,156) (1,031) (2,740) (20,601) 

12 (727) 309 2,323 

￥4，876 ￥6，065 ￥9，383 $70,549 



年金制度の財政状況: 日本国内制度 海外制度

単位.百万円 単位 千米ドノレ 単位.百万円 単佐.千米ドノレ

3月 31 日現在 3月 31 日現在 3月 31 日現在 3月 31 日現在

1991年

給付債務の年金数理にもとづく現在価値一

確定給付 ￥78，823 

未確定給付 22,961 

累積給付債務 101 ,784 
昇給予測による給付増加額 45,160 

予測給付債務 146,944 
年金資産の公正価額 78,133 

年金資産を超える予測給付債務 68,811 
未認識純損失 (1 1,944) 
未認識適用開始時純資産 5,496 
未認識過去勤務債務

貸借対照表に計上した

純退職・年金債務 ￥62，363 

純退職・年金費用計算上の想定率:

割引率 5.5邦

長期昇給率 5.0見

長期年金資産収益率・ 7 .0児

年金資産は、主に利付債券と上場株式に投資されております。

1 1.法人税等

当社および子会社は、所得に対して種々の税金を課せられておりま

すが、日本国内における標準実効税率は、 1990年3月 31 日に終了した

1年間は約54%であり、 1991年3月 31 日に終了した1年間は約51%、

1992年3月 31 日に終了した1年間は約52%となります。多くの要因によっ

て、税金と税引前利益との通常の対応関係が保たれない場合がありま

す。それらの要因には、種:々の税額控除、損金不算入となる費用、控除

されない子会社の損失、海外子会社に適用される税率の相違および

受取配当金の益金不算入なEがあります。

1990年3月 31 日に終了した 1年間において、これまで税金を引当てて

きた一部の海外子会社の未分配利益が配当されないことが明らかにな

りました。従って、当社は、同会計年度において、税金引当額8 ， 915百万

円を取崩し、税金費用の戻入れとして処理いたし;ました。

1992年 1992年 1991年 1992年 1992年

￥98，056 $ 737,263 ￥ 19 ， 817 ￥23，673 $177,992 
27,594 207,474 3,757 2,072 15,579 

125,650 944,737 23,574 25,745 193,571 
52,974 398,301 11 ,748 14,651 110,158 

178,624 1,343,038 35,322 40,396 303,729 
87,848 660,511 19,715 24,063 180,924 

90,776 682,527 15,607 16,333 
(17,920) (134,737) (406) (372) (2,797) 

5,122 38,511 896 704 5,293 
(10,887) (81,857) 

￥67，091 $ 504,444 ￥ 16 ，097 ￥16，665 $125,301 

5.5% 8.0-10.0児 8.0-9.5% 

5.0% 4.0- 8.5児 4.0-9.0% 

6.0% 8.0-1 1.0児 6.0-12.0% 

1992年3月 31 日現在、将来、配当することを予定していない海外子会

社の未分配利益89 ， 746百万円 (674 ， 782千米ドノレ)および注記15に

記載しております子会社株式売却益に対して、税金引当を行っておりま

せん。
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一部の海外子会社で計上されていた繰延税金資産9 ， 860百万円

は、将来実現することが不確実となったため、これを1990年3月 31 日に終

了した会計年度において一時償却いたし;ました。

1992年3月 31 日現在の子会社の繰越欠損金は、 106 ， 770百万円

(802 ， 782千米わけであり、将来それらの子会社の課税所得から控除

できます。これらの繰越欠損金は、最長15年間繰り越すことができます。



12. 資本勘定
資本金および資本準備金の変動内容は下記のとおりであります。

単位:百万円

株式数 資本金 資本準備金

1989年3月 31 日

現在残高・ 282,602,923 ￥ 114，641 ￥232，050 

公募による増資 -・・・ 30,000,000 115,800 115,800 
新株引受権の行使 2,176,272 4,864 4,862 
転換社債の株式への転換 17,149,535 42,733 43,105 
新株引受権の発行 . . 23,600 

1990年3月 31 日

現在残高 331 ,928,730 278,038 419,417 
新株引受権の行使 459,355 1,026 1,026 
転換社債の株式への転換 6,204,814 17,419 17,478 

1991年3月 31 日

現在残高 338,592,899 296,483 437,921 
転換社債の株式への転換 . .... . . 576,375 1,466 1,509 
株式分割による無償新株式の発行 33,908,621 

1992年3月 31 日現在

現在残高 373,077,895 ￥297，949 ￥439 ，430 

1991年3月 31 日

現在残高・

転換社債の株式への転換

株式分割による無償新株式の発行

1992年3月 31 日

現在残高-

1991年5月 22 日開催の取締役会の決議により、当社は1991年11月

20 日付で、株式分割による無償新株式33 ， 908 ， 621株を発行しました。

日本で一般に行われる株式分割については、会計処理は求められてお

りません。仮に米国で一般に行われる株式分割により、無償新株式の

発行が行われた場合、その他の剰余金201 ， 078百万円 (1 ， 511 ， 865千

米ドノレ)が資本金勘定(および資本準備金勘定)に振り替えられることに

なります。

当社は1989年7月 20 日に、米国およびカナダ以外の地域において、 I

株当り7 ， 720円の発行価格をもって、 30 ， 000 ， 000株の公募による新株

式の発行を行いました。この発行価額は、資本金勘定および資本準備

金勘定に計上しております。
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S2,240,2181 $3,303,985 

転換社債の株式への転換は、商法の規定に従って、転換額の半額

が資本金の増加、残りの半額が資本準備金の増加として処理されま

す。

商法では、当社および日本の子会社の行った現金配当およびその

他の利益金処分の10%以上の金額を、利益準備金として積立てること

が要求されております。利益準備金が払込資本金の1/4に達した時

は、その後の積立は要求されません。

1992年3月 31 日に終了した会計年度に係る利益金処分額は、すで

に連結財務諸表に反映されており、 1992年6月に開催される定時株主

総会の承認を得た後、商法に従って会計帳簿に記録されることになりま

す。
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1990年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した各1年間の累積外貨換算調整額の変動内容は下記のとおりであります。

期首残高

当期発生額

当期換算調整額に割り当てられた税額

期末残高

13. 研究開発費

1990年

単位:百万円

3 月 31 日に終了した 1 年間

1991年 1992年

(￥ 66，826) ($502,451) 
(46,226) (347,564) 

1,440 10,827 

(￥111，612) ($839,188) 

1990年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した 165 ， 227百万円、 205 ， 787百万円および240 ， 591百万円 (1 ， 808 ， 955

各1年間の売上原価に計上されている研究開発費は、それぞれ 千米わけであります。

14. リース資産
当社および子会社は、工場施設、事務所、倉庫、従業員の住居施設 1991年3月 31 日現在および1992年3月 31 日現在のキャピタノレ・リー

およびその他の資産の一部を賃借しております。 スに該当するリース資産の内容は下記のとおりであります。

単位:百万円 単位:千米ドノレ

3月 31 日現在 3月 31 日現在

資産の種類 1991年 1992年 1992年

土地 ￥ 814 ￥ 793 $ 5,962 
建物および構築物 17,893 23,342 175,504 
機械装置およびその他の有形固定資産 5,651 7,186 54,030 
償却累計額 (5 ,264) (6,914) (51,985) 

￥ 19 ，094 ￥24，407 $183,511 

キャピタノレ・リースに関して、将来支払われる最低リース料の年度別 とおりであります。

の金額およびその合計額の1992年3月 31 日現在の現在価値は下記の

3月 31 日に終了する各年度 単位:百万円 単位:千米ドノレ

1993年 ￥ 5 ，425 $ 40,789 

1994年 4,645 34,9251 
1995年 4,439 33,376 
1996年 3,042 22,872 
1997年 2,520 18,947 
1998年以降 15,658 117,730 

リース料の最低支払額 35,729 268,639 
控除:利息相当額 7,086 53,278 

現在価値・ 28,643 215,361 
控除:短期リース未払金 4,395 33,045 

長期キャピタノレ・リース未払金 ￥24，248 $182,316 
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1990年3月 31 日、 1991年3月 31 日および1992年3月 31 日に終了した

各1年間のオベレーテイジグ・リースに該当する賃借料は、それぞれ

61 ， 812百万円、 68 ， 250百万円および74 ， 070百万円 (556 ， 917千米ド

ノレ)であります。

3月 31 日に終了する各年度

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年以降

将来の最低賃借料の支払額合計

15. 子会社株式売却益
連結子会社である側ソニー・ミュージックエンタテインメントは、 1991

年11月 22 日、 18 ， 000 ， 000株を公募発行いたしました。 1株当りの発行

価格は6 ， 800円 (51米ドノレ)で、当該子会社に対する当社の1株当りの

持分額を超えております。この発行により、当社の持分比率は、従来の

96 . 2% から71.0% に減少しました。発行総額は122 ， 400百万円

16. 金融取引契約
当社は財務上のリスクを回避する手段としてさまざまな外国為替契

約、金利スワップ契約、通貨スワップ契約および外国為替オフ。ション契

約を結んで、おります。このような、オフバランスシートグ取引は下記のとお

りであります。

外国為替契約は、主に1年以内に決済されますが、外貨建資産およ

び負債に関する為替レートの変動によるリスクをヘッジ、するために用いら

れております。外国為替契約から生じる差損益はへッジ、の対象となって

いる資産および負債に係る為替差損益と相殺されます。当社は、 1991年

3月 31 日現在および1992年3月 31 日現在、それぞれ802 ， 924百万円お

よび763 ， 570百万円 (5 ， 741 ， 128千米ドノレ)の契約を結んでおります。

金利スワップ契約および通貨スワップ。契約は、主に1992年から1997

年の聞に満期となり、契約に係る支払額と受取額との差額は、その契約

の期間にわたって認識されます。 1991年3月 31 日現在および1992年3

17. 契約債務および偶発債務
1992年3月 31 日現在の有形固定資産およびその他の資産の購入

等に関する契約債務は、約71.959百万円 (541 ， 045千米わけでありま

す。

1992年3月 31 日現在の偶発債務は、約108 ， 546百万円 (816 ， 135千

米わけで通常の取引から生じた割引手形、債権売却および債務保

証ならびに従業員の借入金に対する保証等であります。

音楽業を営む一部の子会社は、アーテイストならびにレコード、テー

プ、 CDおよびビデオの製造・販売会社との聞に長期契約を締結してお
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1992年3月 31 日現在における当初の契約期間または残存する契約

期聞が1年以上で解約不能な賃借にもとづく最低賃借料は下記のとお

りであります。

単位:百万円

￥ 25.700 

21 ,788 

18,332 

15,064 

14,294 

112,602 

￥207，780 

単位:千米ドノレ

$ 193,233 

163,820 

137,835 

113,263 

107,474 

846,631 

$1 ,562,256 

(920 ， 301千米ドノレ)て\これは当該子会社に対する当社持分の一部

売却取引とみなされ、連結財務諸表上61 ， 544百万円 (462 ， 737千米ド

ノレ)の子会社株式売却益を計上しております。現時点において、当社

は、所有する当該子会社の株式を今後売却する予定がないため、この

子会社株式売却益に対して税金引当を行っておりません。

月 31 日現在の金利スワップ契約の名目元本総額は、それぞれ45 ， 482

百万円および77 ， 904百万円 (585 ， 744千米ドノレ)であります。また、通

貨スワップ契約の名目元本総額は、それぞれ61 ， 786百万円および

195 ， 360百万円 (1 ， 468 ， 872千米わけであります。

為替リスクをヘッジ、するために購入したオフ。ションに係る支払オフ。ショ

ン料の一部を補うため、売建外国為替オフ。ションを保有しております。

1992年3月 31 日現在の売建外国為替オプションは、 71 ， 739百万円

(539 ， 391千米わけであり、その行使日は貸借対照表日以降数ヵ月

以内であります。

当社は取引先による契約不履行や金利・為替相場の動きにより、損

失を被ることも考えられますが、上記の金融取引契約について現時点に

おいては重大な損失の発生は予想しておりません。

ります。これらの契約は、多様でありますが、主として1995年3月 31 日まで

の期間に関するものであります。 1992年3月 31 日現在の当該長期契約

における支払予定額は、 23 ， 423百万円 (176 ， 113千米わけでありま

す。

1992年3月 31 日現在、当社および当社の子会社ならびに関連会社

に対する未解決、係争中あるいは発生のおそれのある訴訟または賠償

請求で重要なものはありません。



( 公認会問監査報告書 | 
干 107 東京都港区北青山一丁目E番3号青山ピル TEし(03)3404-9351 

丹'Íce J伽rhωe 8 
1992年5月 21 日

ソニー株式会社の株主および取締役会各位へ

私どもは、ソニー株式会社およびその連結子会社の円貨で表示された1991年および1992年3月 31 日現在の連結貸借対照表ならびに1992年3月

31 日に終了した3年間の各会計年度の連結損益および剰余金結合計算書および連結キャッシュ・フロー表について監査を行った。これらの財務諸

表は、会社の経営者の責任のもとに作成されたものである。私どもの責任は、監査にもとづいて、これらの財務諸表についての意見を表明することであ

る。

私自は、一般に認められた監査基準に準拠して監査を行った。それらの基準は、財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な確

証を得るように、私どもが監査を計画し、実施することを要求している。監査は、財務諸表における金額および開示の基礎となる証拠を試査により検証す

ることを含んでいる。また監査は、財務諸表全般の表示について評価するとともに、経営者が採用した会計原則および経営者が行った重要な見積りを

検討することも含んでしも。私どもは、上述の監査が、私どもの意見に対する合理的な基礎を提供しLいると確信してし、る。

会社は1992年3月 31 日に終了した3年間の各会計年度のセグメント情報を開示していなし、。産業別ならびに海外事業および輸出売上についての

セグメント情報を記載することは、連結財務諸表の完全な表示のために、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則によって要求されてい

る。

私どもの意見によれば、この監査報告書の第3項で述べたセグメント情報の省略を除いて、私どもが監査した連結財務諸表は、すべての重要な点

において、ソニー株式会社および、その連結子会社の1991年および1992年3月 31 日現在の財政状態ならびに1992年3月 31 日に終了した3年間の各

会計年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、適正に表示している。

連結財務諸表注記1に記載されているとおり、会社は、 1992年3月 31 日に終了した会計年度において、連結子会社および関連会社に対する投資

持分の変更に関する会計処理を変更した。

ノム仏 M瓜メω&え
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圏内主要子会社および鵬社一覧|

ソニー木更津株式会社
1/2インチVTR、カメラ一体型8ミリビデオ、レーザーデ
ィスクプレーヤー、電子ブックプレーヤー、 CD- I プレ
ーヤ戸およびCDプレーヤーの製造

ソニー幸田株式会社
8ミリVTRおよびピデオ周辺機器の製造

ソニー美濃加茂株式会社
8ミリVTRの製造

ソニーブロードキャストプロダクツ株式会社
放送局用・業務用オーテYオ機器、 VTR、カメラおよ
び光学システムの製造

ソニー千属株式会社
電話機およびカーオーディオの製造

ソニー板倉株式会社
オーディオ機器の製造

ソニー小見川株式会社
オーディオおよびピデオ機器の製造

ソニー筑波株式会社
オーディオ機器の製造

ソニー中新田株式会社
モービノレエレクトロニクスおよびオーディオ機器の製
造

ソニーボンソン株式会社
ヘッドホンステレオおよびCDプレーヤーの製造

ソニー・太陽株式会社
マイクロホン、ヘッドホンおよびオーディオアクセサリー
の製造

ソニー一宮株式会社
カラーテレビおよび業務用カラーディスプレイの製造

ソニー電子株式会社
業務用カラーディスプレイ、カラーテレビ、カラーテレビ
用主要部品の設計および製造

ソニー稲沢株式会社
カラーテレビ用ブラウン管の製造

ソニー瑞浪株式会社
カラーテレピ用ブラウン管の製造

ソニー本宮株式会社
電子銃、偏向ヨーク、フライノfック・トランスおよび偏平
ブラウン管の製造

ソニー・プレシジ、ヨン・マグネ株式会社
磁気デノfイス(ヘッド、フェライト応用部品)の製造

ソニー栃木株式会社
8ミリ・VHSビデオカセットテープ、デジタルオーディオ
テープ、データ・カートリッジ、の製造

ソニー大分株式会社
半導体の製造

ソニー国分株式会社
半導体の設計・製造

ソニー白石セミコンダクタ株式会社
半導体の製造

ソニー長崎株式会社
半導体の設計・製造

ソニーデジタルプロダクツ株式会社
オーディオおよびコンピュータ一機器の製造

ソニー浜松株式会社
業務用VTRドラム、 CDおよびビデオディスクプレーヤ
ーの光学ピックアップならびに高密度配線基板の製
、主乞

1旦

ソニーマックス株式会社
FA機器、精密部品および金型の製造

ソニーアスコ株式会社
マイクロフロッピーデ?イスクドライフ\ハードデ?イスクドラ

イブ、 CD-ROMおよびその他データストレージデノfイ
スの製造

ソニー熱田株式会社
プリント配線基板の設計、試作、製造

ソニーエンジニアリング株式会社
商品設計および製造技術指導

ソニーマグネテープセールス株式会社
磁気・光記録媒体の販売

ソニー企業株式会社
ピノレ管理、アスレチック関連商品輸入、デザイン企画
業務、セールスプロモーションおよびライセンス業務、
一般旅行業、語学教育業務、損害保険代理店業務、
第二電電代理店業務

ソニーロジスティックス株式会社
総合ロジスティックスサービス、倉庫、運送、梱包、荷
役、航空貨物取扱、流通加工

ソニーサービス株式会社
ソニー製品のアフターサーピス

ソニートレーディング
インターナショナル株式会社
海外製品、国内製品の輸出入・販売および半製品、
部品、原材料、金型、設備の調達・輸出入

ソニー豊里株式会社 株式会社ソニー・エナジー・テック
オーディオカセットテープ、業務用ビデオテープおよび 各種電池の製造・販売
フロッピーディスク等磁気記録媒体の製造
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株式会社ソニーファイナンス
インターナショナル
クレジ、ット、リース、融資業務、ソニー製品のレンタル、
損害保険代理店業務、不動産の賃貸

ソニーコンスーマー
マーケティング株式会社
ソニー製品の日本における販売

株式会社ソニー・ミュージック
エンタテインメント
CD、ミュージ、ツクテープおよびビデオソフトの製造・販

売、 MDの製造(予定)

株式会社シーピーエス・ソニー
ファミリークラブ
ミュージックテープ、 CD、スポーツレジ、ヤー用品、衣料
品の通信販売および訪問販売

株式会社ソニー・クリ工イティフフ口ダクツ
キャラクターグッズおよび化粧品の開発・製造・販売、
子供用AV製品の販売ならびにデザ、イン・著作物のラ
イセンス

株式会社ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント
映画およびテレビ番組の配給およびビデオソフトの製
造・販売

ソニーピーシーエル株式会社
ビデオ・HDTVソフトの企画制作・編集、ビデオソフト
の複製、映像機器レンタノレ、映画・写真の現像・焼付

ソニーケミカル株式会社
ビデオテープ、接着剤、粘着テープ、電子部品の製
造・販売

ソニーマグネスケール株式会社
デジタノレ位置表示システム、 CNCシステム、データレコ
ーダ一、ビデオソフト高速プリントシステムの製造・販

JL 

株式会社ソニープラザ
輸入生活用品小売業および却売業

アイワ株式会社
オーテYオ機器、ピデオ機器、通信関連機器等の製
造・販売

ソニー生命保険株式会社
生命保険

ソニー・テクトロニクス株式会社
電子計測機器およびコンピューター・グラフィック関連
機器の製造・販売



北米

圃米国

Sony USA Inc. 
主に米国における関係会社の金融および管理業務の
サポート

Sony Capital Corporation 
米国における関係会社の金融業務

Sony Corporation of America 
米国におけるソニー製品の製造・販売

Sony Music Entertainment Inc. 
レコードの販売、オーディオテープとビデオテープの
製造・販売およびCD、ピデオソフトの制作・製造・販売

Sony Pictures Entertainment 
映画およびテレビ番組の企画・製作・配給ならびに映
画の劇場公開

Sony Electronic Publishing Company 
ゲームソフトおよびマルチメディア対応ソフトウェアの
開発・製造・販売

Sony Trans Com Inc. 
旅客機用AVエンタテインメントシステムの製造・販売
および音楽、映画プログラムの配給サービス

Materia/s Research Corporation 
薄膜形成装置および高純度合金属材料の製造・販

'iG 

-カナダ

Sony of Canada Ltd. 
カナダにおけるソニー製品の販売

中肩米

・パナマ

Sony Corporation of Panama, S.A. 
中南米におけるソニー製品の販売

-ブラジル

Sony Comercio e Industria Ltda. 
ブラジルにおけるソニー製品の製造・販売

-チリ

Sony Chile Ltda. 
チリにおけるソニー製品の販売

l 海外主要子会社および関連会社一覧|

ヨ-D'.:I，ノr

・ドイツ

Sony Europa G.m.b.H. 
ソニーの欧州オペレーション統括

Sony Oeutschland G.m.b.H. 
ドイツにおけるソニー製品の販売

-イギリス

Sony (U.I<.) Limited 
イギリスにおけるソニー製品の製造・販売

Sony 8roadcast & 
Communications Limited 
ヨーロツパ、アフリカ、中近東における放送局用・業務
用ピデオおよびオーディオ機器の販売

-フランス

Sony france S.A. 
フランスにおけるソニー製品の製造・販売

-オーストリア

Sony Ges.m.b.H. 
オーストリアにおけるソニー製品の販売

-オランダ

Sony Logistics Europe 8. V. 
ヨーロツパtこおける物流(輸出入、輸送、倉庫)

Sony Euro.finance 8.V. 
ヨーロツノfにおける関係会社の金融業務

Sony Communication Products 8. V. 
ヨーロッパ、アフリカ、中近東における業務用機器の海
外子会社および販売代理店に対する販売

Sony Nederland 8.V. 
オランダにおけるソニー製品の販売

-スイス

Sony Overseas S.A. 
ヨーロツノfにおけるソニー製品の販売、外国為替およ
び金融業務

Sony (Schweiz) AG 
スイスにおけるソニー製品の販売

-ベルギー
Sony Service 仁entre (Europe) N.V. 
ヨーロツノfにおけるソニー製品のサービス体制サポー

ト

Sony 8elgium N. V. 
ベルギーにおけるソニー製品の版売

-デンマーク

Sony Nordic a/s 
スカンジナピアにおけるソニー製品の販売
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-イタリア

Sony Italia S.p.A. 
イタリアにおけるソニー製品の製造・販売

-スペイン

Sony España, S.A. 
スペインにおけるソニー製品の製造・販売

中近東

・サウジアラビア

Sony Saudi Arabian Company Ltd. 
サウジアラビアにおけるソニーLL製品の製造・販売

アジア

圃香港

Sony Corporation of Hong Kong Limited 
香港および東南アジア仁おけるソニー製品の販売

-シンガポール

Sony International (Singapore) Ltd 
アジア、オセアニア池域における生産品の仲介業務、部
品の調達およびサービス体制サポート、およびアジア
地域におげる金融業務

Sony Singapore Pte. Ltd. 
シンガポーノレにおけるソニー製品の販売

Sony Precision Engineering Center 
(Singapore) Pte Ltd 
精密部品の製造・販売およびアジア諸国におけるソニ
ーグループへの生産技術サポート

Sony Logistics (Singapore) Pte Ltd 
東南アジアにおける物流(輸送、倉庫)

-マレーシア

Sony (Ma/aysia) Sales 
& Service Sdn. 8hd. 
マレーシアにおけるソニー製品の販売

-タイ
Sony Thai Company Limited 
タイにおけるソニー製品の販売

オセアニア

-オーストラリア

Sony (Australia) Pty. Limited 
オーストラリア、ニュージーランドにおけるソニー製品の
販売



-マレーシア

Toyo Audio 仁O. (M) Sdn. Bhd. 
Penang 
ラジオ、ヘッドホンステレオおよびテープレコータ'ーの
製造

-イギリス

Sony (U.I<.) Limited 
Bridgend, Wales 
カラーテレビ、カラーテレビ用ブラウン管およびカラー
テレヒ守用主要部品の製造

Sony f/ectronics ゅの Sdn. Bhd. 
Penang 
ハイファイオーディオ機器、ラジ.オカセットテープレコー
タ'ーおよび CDラジ、オカセットテープレコータ'ーの製
造

Pencoed, Wales 
カラーテレビの製造(予定)

Sony Music fntertainment Inc. 
Aylesbury, England 
ミュージックテープの製造およびビデオソフトの複製

北米

-米国

Sony fngineering and Manufacturing 
of America 
San Diego，仁alifornia
カラーテレビ、コンピューター・ディスプレイ、カラーテレ

ビ用ブラウン管、カラーテレビ用主要部品、マイクロフ
ロッピ一戸fスクドライブPおよびCD・ROMドライブの製造

Sony TV Industries (M) Sdn. Bhd. 
Bangi 
カラーテレビ、カラーテレビ用主要部品の製造

Delano, Pennsylvania 
スピーカーの製造

Sony Mechatronic 
Products 仰の Sdn. Bhd. 
Penang 
マイクロフロッピーディスクドライブの製造

-フランス

Sony france S.A. 
Bayonne, Aquitaine 
オーディオテープの製造

Boca Raton , florida 
放送局用・業務用ピテ冴およびオ-.:;-':ィオ機器の製造

San Antonio, Texas 
半導体の製造

Sony Video (M) Sdn. Bhd. 
Bangi 
1/2 インチVTR およびカメラ一体型 8 ミリピデオの
製造

Dax, Aquitaine 
ビデオテープの製造およびテープコーティング

仁olmar， Alsace 
カメラ一体型 8 ミリピデオ、 CDプレーヤーおよび1/2
インチVTR の製造

New Stanton, Pennsylvania 
リアプロジ、エクションテレビの製造(予定)、カラーテレ
ビの製造(予定)

Sony Magnetic Products Inc. of America 
Dothan, Alabama 
ビデオテープ、オーディオテープおよびマイクロフロッ
ピーディスクの製造 -タイ

Sony Magnetic Products 
(Thailand) Company Limited 
Bangkok 
ビデオテープおよびオーディオテープの製造

Bayonne, Aquitaine 
光学ピックアップおよびプリント配線基板の製造

Digital Audio Disc Corporation 
Terre Haute, Indiana 
CDおよびレーザーディスクの製造、MDの製造(予
定)

Sony Siam Industries Company Limited 
Pathumthani 
カラーテレビおよびオーディオ機器の製造

園オーストリア

DAD仁 Austria Ges.m.b.H. 
Anif, Salzburg 
CDおよびレーザーディスクの製造、MDの製造(予
定)

Sony Music fntertainment Inc. 
Pitman, New Jersey 
CDの製造

Sony Semiconductor 
(Thailand) Company Limited 
Bangkok 
半導体の製造

Thalgau, Salzburg 
CDの製造

仁arrollton ， Georgia 
オーテ川オテープ、ミュージックテープおよびミュージッ
クビデオの製造

-オランダSony Trans 仁om Inc. 
Irvine，仁alifornia
旅客機用AVエンタテインメントシステムの製造 -インドネシア

PT. Sony f/ectronics Indonesia 
Bekasi 
ラジ司オカセットテープレコーダーの製造

Sony Music fntertainment Inc. 
Haarlem 
LPおよびミュージ、ツクテープの製造

Materials Research Corporation 
ûrangeburg・ New York 
薄膜形成装置および高純度合金属材料の製造

-韓国

-イタリア

Sony Italia S.p.A. 
Rovereto 
オーディオテープの製造 J
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I<orea Sowa Co., Ltd. 
Masan 
カラーテレビ用主要部品の製造

-スペイン

Sony fspaña, S.A. 
Barcelona，仁ataluña
カラーテレビおよびカラーテレビ用主要部品の製造

ヨーロッパ

-ドイツ

Sony.ω令ga Produktions G.m.b.H. 
Stuttgart 
カラーテレビ、コンピューター・ディスプレイおよびスピ
ーカーの製造

-台湾

Taiwan Toyo Radio 仁0. ， Ltd. 
I<aohsiung 
ラジオ、ラジオカセットテープレコーダー、電話機および
ヘッドホンステレオの製造

アジア
Sony Production Technology 
Division furope 
Stuttgart 
組立ロボ、ットおよびFA機器の設計・製造

Sony Video Taiwan 仁0. ， Ltd. 
Taoyuan 
1/2インチVTRの製造

-シンガポール

Sony Precision fngineering 
Center (Singapore) Pte Ltd 
Jurong 
精密部品の製造

~ony Display Device (Singapore) Pte. Ltd. 
Jurong 
カラーテレビ用ブラウン管の製造
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1992年3月 31 日現在の連結子会社は689社、持分法
適用会社は15社です。
上記一覧表の子会社および関連会社の主要業務内
容は、 1992年4月 30 日現在のものです。
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