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このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりに
なられた方 々に謹んでお 悔 や み 申しあ げますとともに、
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田舎に引越してきた兄妹と母親。
その土地はなぜか、
毎日地面が揺れている。
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ソニーの高画質技術を結集したプロセッサー「X1™ Ultimate」から生み

ス』以来約６年振りとなる、盟友Ｅストリート・バンドとのオリジナル・

の遺品を探るうちに謎は深まり、
そして１台の車、
ECTO-1が発見される。
エンジン

出される画質や、
リアルな視聴体験を可能にする独自の音響技術「Acoustic

ニュー・アルバム。

始動とともに、彼らの運命が動き始める。2021年公開予定。

Multi-Audio」などにより、映像に触れられそうなほどリアリティーの高い

ます。
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2020年度上半期連結業績及びソニーグループ
本報告書では、
の経営機構改革についてご報告させていただきます。

新たな8K視聴体験を実現します。

リアルタイムで
音声・映像・画面を共有
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『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

スマートフォン

お客さま

ソニー生命／リモートコンサルティング

累計発行部数１億冊の
『週刊少年ジャンプ』
連載コミックをアニメ化した作品。

ソニー生命保険株式会社は、
2020年６月よりライフプランナーがWeb上で

レンジ、高精細4K120p動画記録 ＊3 、精度と追従性を高めたオート

TVアニメシリーズに続き、
10月16日から劇場公開された劇場版は初日３日間の

コンサルティングを行うリモートコンサルティングシステムを導入し、９月

フォーカス性能など、撮影性能と機動性を追求した映像クリエイター向け

興行成績が観客動員：342万人、
興行収入：46億2,311万円を記録、
日本国内で

からはリモートにてペーパーレス
（申込書の郵送なし）でお申し込みいただける

フルサイズミラーレス一眼カメラ。

公開された映画における初日３日間の観客動員・ 興行収入の歴代１位と

取扱を開始しました。

＊1：拡張時。
＊2：S-Log3動画撮影時、
ソニー測定条件。
＊3：約10％画角がクロップされます。

なりました。

当上半期
（2020年４月１日から９月30日まで）の連結売上高

ホールディングス株式会社の完全子会社化を完了いたしました。

及び営業収入
（以下
「売上高」
）は、エレクトロニクス・プロダクツ＆

また、 多様な事業をそれぞれの進化を促すことに加え、

2020年度中間報告書

ソリューション
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「EP&S」
）分野の大幅な減収があったものの、

グループ事業間のシナジーによる新たな事業機会の探索を

ゲーム＆ネットワークサービス
（以下
「G&NS」
）分野及び金融分野

加速するため、来年４月に
「ソニーグループ株式会社」を発足
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の大幅な増収により、
ほぼ前年同期並みの４兆824億円となりました。

します。

営業利益は、イメージング＆センシング・ソリューション
（以下

ソニーはステークホルダーの皆様との対話を大切にして

「I&SS」
）分野及びEP&S分野の大幅な減益があったものの、主に

います。本年９月にはESG/テクノロジー説明会を開催し、

G&NS分野及び映画分野の大幅な増益により、
前年同期比363億円

長期視点での事業を通じて、人々が存在する社会、地球環境、

増加の5,462億円となりました。

そして地球の先の宇宙にも目線を広げたテクノロジーへの
取り組みについて説明しました。当日の様子は当社のウェブ

当年度の中間配当金につきましては、１株につき25円
（前年
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とさせていただきました。今後の配当金額
につきましては、
引き続き長期・安定的な増額を目指してまいります。

サイトに掲載しておりますので、
ぜひご覧ください。
今後も新しい価値の創出と長期的な企業価値の向上に継続
して取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、
なにとぞ
一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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超高速SSDにより読み込み速度が飛躍的に向上。
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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」
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と
「人に近づく」
という経営の
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コンテンツを創り届けることで
「人の心を動かす」事業、
リアリティ・
リアルタイム・リモートの技術を活かして
「人と人を繋ぐ」事業、

そして、新世代の驚きに満ちたPlayStation®タイトルの数々をご体験ください。

安全・健康・安心への貢献で
「人を支える」事業を通じた持続的な
価値創造を目指しています。
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2020年度上半期連結業績
当上半期の連結売上高は、前年同期比344億円
増の４兆824億円となりました。これは、新型コロナ
ウイルス感染拡大の悪影響により、
EP&S分野において
エレクトロニクス製品の販売数量が大きく減少した
こと、映画分野において劇場公開作品がほぼなかった

業績ハイライト（上半期）
売上高
40,480

（単位：億円）

営業利益

40,824億円

5,462億円

ソニーは「ソニーグループ」へ ー 多様性による価値創造のあゆみ ー
「技術の力を用いて人々の生活を豊かに
したい」
というファウンダーの夢から生まれた
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G&NS分野
ことなどによる大幅な減収はあったものの、

ソニーは、現在、
「人に近づく」という経営の

において巣籠もり需要によりゲームソフトウェアや

方向性のもと、多様なポートフォリオを強み

ネットワークサービスなどが好調に推移したことや、
金融分野においてソニー生命の変額保険にかかわる
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特別勘定での運用益が増加したことによる大幅な
増収があったことによるものです。
前年同期比363億円増の5,462億円と、
営業利益は、
上 半 期 連 結 業 績としては 過 去 最 高となりました。
この増益は、I&SS分野における米国の輸出規制強化
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株式評価益を計上したことなどの一時的要因による
ものです。
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6,929億円となりました。

ハードウェアとC M O Sイメージセンサー、

0.2

金融

20.0
イメージング
＆センシング・ 11.8
ソリューション

26.8

ゲーム
＆ネットワーク
サービス

20.3

9.0

を2021年４月に発足します。
グループ本社
機能の役割を明確化・強化することで、最適
な戦略を立案しながら、
シナジーの創出が
見込まれる領域を的確に見定めていきます。

ビジネス別
（単位：％）

ゲーム

億円

9.8

8
9

16

エレクトロニクス
69

2000年度

イメージング
＆センシング・
ソリューション 13

73,148
億円

24

2019年度

82,599

11

億円

エレクトロニクス・
プロダクツ＆
ソリューション

24

12

音楽

映画

クリエイター

2021年４月におけるソニーグループ経営体制
ソニーグループ株式会社

G&NS

ソニー・インタラクティブエンタテインメント
音楽

ソニー・ミュージックグループ
（グローバル）

（ソニー・ミュージックエンタテインメント、
ソニー/ATVミュージックパブリッシング）

経営の方向性

人に近づく

ユーザー

多様な事業ポートフォリオ

音楽

株式会社ソニー・ミュージック
エンタテインメント
（日本）
映画

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

機能に特化した
「ソニーグループ株式会社」

全社（共通）

2.1

また、幅広い事業の進化を促進し、多様な
ポートフォリオを束ねるため、グループ本社

売上高構成比（2020年度上半期）
その他

100

8

6

サービス、
「 人と人を繋ぐ」 ブランデッド

生み出していきます。
2019

音楽

長 期 視 点で価 値を
金 融の各 事 業により、

よる減益はあったものの、主にG&NS分野において

となったことによります。

コンテンツビジネスとDirect-to-Consumer

「人を支える」車載センシング、メディカル、

4,931

による悪影響や、EP&S分野での減収の影響などに
ソフトウェアの増収により大幅な増益となったことに

とする企業となっています。
「人の心を動かす」

保険

映画

エレクトロニクス

9,052

ゲーム＆
ネットワーク
サービス

金融

事業領域拡大の歩み

1980年度

「ソニーグループ株式会社」
について

コンテンツビジネス
人の心を動かす

ブランデッドハードウェア

Direct to Consumer

CMOSイメージセンサー

サービス

人と人を繋ぐ

人の心を動かす

*Bad Boys for Life Available on Disc and Digital

EP&S

ソニー株式会社
I&SS

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

音楽

映画

車載センシング

メディカル

エレクトロニクス・プロダクツ
＆ソリューション
※ビジネス別の売上高構成比は、外部顧客に対する売上高にもとづいて算出した
ものです。

人を支える

金融

金融

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

2020年度上半期連結業績
当上半期の連結売上高は、前年同期比344億円
増の４兆824億円となりました。これは、新型コロナ
ウイルス感染拡大の悪影響により、
EP&S分野において
エレクトロニクス製品の販売数量が大きく減少した
こと、映画分野において劇場公開作品がほぼなかった

業績ハイライト（上半期）
売上高
40,480

（単位：億円）

営業利益

40,824億円

5,462億円

ソニーは「ソニーグループ」へ ー 多様性による価値創造のあゆみ ー
「技術の力を用いて人々の生活を豊かに
したい」
というファウンダーの夢から生まれた

5,099

G&NS分野
ことなどによる大幅な減収はあったものの、

ソニーは、現在、
「人に近づく」という経営の

において巣籠もり需要によりゲームソフトウェアや

方向性のもと、多様なポートフォリオを強み

ネットワークサービスなどが好調に推移したことや、
金融分野においてソニー生命の変額保険にかかわる

2019

2020

2020

2019

特別勘定での運用益が増加したことによる大幅な
増収があったことによるものです。
前年同期比363億円増の5,462億円と、
営業利益は、
上 半 期 連 結 業 績としては 過 去 最 高となりました。
この増益は、I&SS分野における米国の輸出規制強化

当社株主に帰属する四半期純利益

税引前利益

6,195億円

6,929億円

3,400

2020

2019

2020

加え、映画分野、音楽分野、金融分野もそれぞれ増益
その他の収益
（費用）
（純額）
は、
前年同期に168億円
の費用を計上したのに対し、当上半期は734億円の
収益を計上しました。これは主に当上半期において
株式評価益を計上したことなどの一時的要因による
ものです。
税引前利益は、 前年同期比1,264億円増加し、
6,195億円となりました。
当社株主に帰属する上半期純利益は、第２四半期
において日本の連結納税グループにおける相当部分
の繰延税金資産に対する評価性引当金2,149億円を
取り崩したこともあり、前年同期比3,529億円増加し、
6,929億円となりました。

ハードウェアとC M O Sイメージセンサー、
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ソリューション
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ゲーム
＆ネットワーク
サービス
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を2021年４月に発足します。
グループ本社
機能の役割を明確化・強化することで、最適
な戦略を立案しながら、
シナジーの創出が
見込まれる領域を的確に見定めていきます。

ビジネス別
（単位：％）

ゲーム

億円
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エレクトロニクス・
プロダクツ＆
ソリューション
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音楽

映画

クリエイター

2021年４月におけるソニーグループ経営体制
ソニーグループ株式会社

G&NS

ソニー・インタラクティブエンタテインメント
音楽

ソニー・ミュージックグループ
（グローバル）

（ソニー・ミュージックエンタテインメント、
ソニー/ATVミュージックパブリッシング）

経営の方向性

人に近づく

ユーザー

多様な事業ポートフォリオ

音楽

株式会社ソニー・ミュージック
エンタテインメント
（日本）
映画

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

機能に特化した
「ソニーグループ株式会社」

全社（共通）

2.1

また、幅広い事業の進化を促進し、多様な
ポートフォリオを束ねるため、グループ本社

売上高構成比（2020年度上半期）
その他

100

8

6

サービス、
「 人と人を繋ぐ」 ブランデッド

生み出していきます。
2019

音楽

長 期 視 点で価 値を
金 融の各 事 業により、

よる減益はあったものの、主にG&NS分野において

となったことによります。

コンテンツビジネスとDirect-to-Consumer

「人を支える」車載センシング、メディカル、

4,931

による悪影響や、EP&S分野での減収の影響などに
ソフトウェアの増収により大幅な増益となったことに

とする企業となっています。
「人の心を動かす」

保険

映画

エレクトロニクス

9,052

ゲーム＆
ネットワーク
サービス

金融

事業領域拡大の歩み

1980年度

「ソニーグループ株式会社」
について

コンテンツビジネス
人の心を動かす

ブランデッドハードウェア

Direct to Consumer

CMOSイメージセンサー

サービス

人と人を繋ぐ

人の心を動かす

*Bad Boys for Life Available on Disc and Digital

EP&S

ソニー株式会社
I&SS

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

音楽

映画

車載センシング

メディカル

エレクトロニクス・プロダクツ
＆ソリューション
※ビジネス別の売上高構成比は、外部顧客に対する売上高にもとづいて算出した
ものです。

人を支える

金融

金融

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

証券コード：6758

新商品・トピックス

株主の皆様 へ
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりに
なられた方 々に謹んでお 悔 や み 申しあ げますとともに、
罹患された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申しあげ

ブルース・スプリングスティーン レター・トゥ・ユー

ゴーストバスターズ/アフターライフ

8K液晶テレビ ブラビア® KJ-85Z9H

ロック界のBOSS、ブルース・スプリングスティーン、
2014年
『ハイ・ホープ

田舎に引越してきた兄妹と母親。
その土地はなぜか、
毎日地面が揺れている。
祖父

ソニーの高画質技術を結集したプロセッサー「X1™ Ultimate」から生み

ス』以来約６年振りとなる、盟友Ｅストリート・バンドとのオリジナル・

の遺品を探るうちに謎は深まり、
そして１台の車、
ECTO-1が発見される。
エンジン

出される画質や、
リアルな視聴体験を可能にする独自の音響技術「Acoustic

ニュー・アルバム。

始動とともに、彼らの運命が動き始める。2021年公開予定。

Multi-Audio」などにより、映像に触れられそうなほどリアリティーの高い

ます。

2020年11月
代表執行役 会長 兼 社長 CEO

2020年度上半期連結業績及びソニーグループ
本報告書では、
の経営機構改革についてご報告させていただきます。

新たな8K視聴体験を実現します。

リアルタイムで
音声・映像・画面を共有

PC

ライフプランナー

フルサイズミラーレス一眼カメラ α7S III
最高ISO409600＊1の高感度性能と15＋ストップ＊2の広いダイナミック

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

スマートフォン

お客さま

ソニー生命／リモートコンサルティング

累計発行部数１億冊の
『週刊少年ジャンプ』
連載コミックをアニメ化した作品。

ソニー生命保険株式会社は、
2020年６月よりライフプランナーがWeb上で

レンジ、高精細4K120p動画記録 ＊3 、精度と追従性を高めたオート

TVアニメシリーズに続き、
10月16日から劇場公開された劇場版は初日３日間の

コンサルティングを行うリモートコンサルティングシステムを導入し、９月

フォーカス性能など、撮影性能と機動性を追求した映像クリエイター向け

興行成績が観客動員：342万人、
興行収入：46億2,311万円を記録、
日本国内で

からはリモートにてペーパーレス
（申込書の郵送なし）でお申し込みいただける

フルサイズミラーレス一眼カメラ。

公開された映画における初日３日間の観客動員・ 興行収入の歴代１位と

取扱を開始しました。

＊1：拡張時。
＊2：S-Log3動画撮影時、
ソニー測定条件。
＊3：約10％画角がクロップされます。

なりました。

当上半期
（2020年４月１日から９月30日まで）の連結売上高

ホールディングス株式会社の完全子会社化を完了いたしました。

及び営業収入
（以下
「売上高」
）は、エレクトロニクス・プロダクツ＆

また、 多様な事業をそれぞれの進化を促すことに加え、

2020年度中間報告書

ソリューション
（以下
「EP&S」
）分野の大幅な減収があったものの、

グループ事業間のシナジーによる新たな事業機会の探索を

ゲーム＆ネットワークサービス
（以下
「G&NS」
）分野及び金融分野

加速するため、来年４月に
「ソニーグループ株式会社」を発足

Interim Report

の大幅な増収により、
ほぼ前年同期並みの４兆824億円となりました。

します。

営業利益は、イメージング＆センシング・ソリューション
（以下

ソニーはステークホルダーの皆様との対話を大切にして

「I&SS」
）分野及びEP&S分野の大幅な減益があったものの、主に

います。本年９月にはESG/テクノロジー説明会を開催し、

G&NS分野及び映画分野の大幅な増益により、
前年同期比363億円

長期視点での事業を通じて、人々が存在する社会、地球環境、

増加の5,462億円となりました。

そして地球の先の宇宙にも目線を広げたテクノロジーへの
取り組みについて説明しました。当日の様子は当社のウェブ

当年度の中間配当金につきましては、１株につき25円
（前年

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

同期は１株につき20円）
とさせていただきました。今後の配当金額
につきましては、
引き続き長期・安定的な増額を目指してまいります。

サイトに掲載しておりますので、
ぜひご覧ください。
今後も新しい価値の創出と長期的な企業価値の向上に継続
して取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、
なにとぞ
一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

PlayStation®5
Play Has No Limits™ 遊びの限界を超える
超高速SSDにより読み込み速度が飛躍的に向上。
ハプティック技術、
アダプティブトリガー、
3Dオーディオ技術が生み出す濃密な没入感。

詳しくはこちらからご覧ください。
PS5

検索

https://www.playstation.com/ps5/

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ています。感動
コンテンツを創り届けることで
「人の心を動かす」事業、
リアリティ・
リアルタイム・リモートの技術を活かして
「人と人を繋ぐ」事業、

そして、新世代の驚きに満ちたPlayStation®タイトルの数々をご体験ください。

安全・健康・安心への貢献で
「人を支える」事業を通じた持続的な
価値創造を目指しています。
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本年９月には、
お客様の安心・安全を支えるソニーフィナンシャル
※記載されている商品名などはソニー及び各社の登録商標あるいは商標です。

ESG/テクノロジー説明会についてはこちらから
ご覧ください。
投資家情報ウェブサイト
ソニーIR情報

検索

https://www.sony.co.jp/IR/
スマートフォンからもご覧いただけます。

