
 

エレクトロニクス分野 製品カテゴリー別業績（監査対象外） 
  

 12月31日に終了した３ヵ月間  （単位：億円）

売上高および営業収入 2002  2003  増減 
     オーディオ      
外部顧客に対するもの  ¥ 2,156   ¥ 2,004  △7.0％
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 7  21   
計 2,163  2,025  △6.4 

     ビデオ     
外部顧客に対するもの 2,644  3,091  ＋16.9 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 24  33   
計 2,668  3,124  ＋17.1 

     テレビ     
外部顧客に対するもの 3,147  3,039  △3.4 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 0  0   
計 3,147  3,039  △3.4 

     情報・通信     
外部顧客に対するもの 2,162  2,315  ＋7.1 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 36  18   
計 2,198  2,333  ＋6.2 

     半導体     
外部顧客に対するもの 528  695  ＋31.4 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 445  707   
計 973  1,402  ＋44.1 

     コンポーネント     
外部顧客に対するもの 1,426  1,699  ＋19.1 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 418  446   
計 1,844  2,145  ＋16.3 

     その他     
外部顧客に対するもの 1,369  1,675  ＋22.4 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 1,441  323   
計 2,810  1,998  △28.9 

     カテゴリー間取引消去 (1,121)  (1,319)   
合計  ¥ 14,682   ¥ 14,747  ＋0.4％

 
営業利益（損失） 2002  2003  増減 

     オーディオ  ¥ 252   ¥ 219  △13.1％
ビデオ 351  336  △4.3 
テレビ 369  295  △19.9 
情報・通信 (38)  28   ― 
半導体 117  173  ＋48.5 
コンポーネント 142  172  ＋21.5 
その他 (48)  (60)   ― 
小計 1,145  1,163  ＋1.6 
      配賦不能費用控除・カテゴリー間取引消去 (239)  (205)   ― 
構造改革費用 (85) (463)   ―
合計  ¥ 821   ¥ 495  △39.7％

 
（注）１． 上記の情報は「ビジネス別セグメント情報」におけるエレクトロニクス分野の売上高および営業収入・営業利益（損

失）の内訳です。ソニーの経営者はエレクトロニクス事業を単一のオペレーションセグメントとして意思決定を行
っていますが、上記の情報は、当該セグメントを理解する上で有益なものであると考えています。なお、ソニーは
2003 年度第 1 四半期より、エレクトロニクス分野の製品部門区分を一部見直しました。これにともない、前年同期
の実績は新区分に合わせて組替え再表示されています。主な変更内容は下記の通りです。 

 主要製品 旧製品区分 新製品区分  
 ・デジタル放送受信システム 「テレビ」 → 「ビデオ」 
 ・コンピューター用ディスプレイ 「情報・通信」 → 「テレビ」 
 ・液晶テレビ 「情報・通信」 → 「テレビ」 

・ブラウン管     「コンポーネント」     →         「テレビ」 
また、2003 年度第３四半期より、「配賦不能費用」に含まれていた研究開発機能の一部を「半導体」などのカテゴ
リーに移しました。これにともない、前年同期の実績も組替え再表示されています。              

２． 2003 年度第 3 四半期より、従来各カテゴリーおよび配賦不能費用に含まれていた構造改革費用を独立項目として開
示することにしました。これにともない、前年同期の実績も組替え再表示されています。 

３． 「その他」のカテゴリー間取引およびセグメント間取引には、主としてゲーム分野に対する売上が含まれています。 
４． 「売上高および営業収入」における「外部顧客に対するもの」以外の金額情報は、米国会計原則にもとづいて開示

しているものではありません。製品カテゴリー別の「営業利益（損失）」には、エレクトロニクス分野全体における
費用の配賦計算（為替予約実現損益を含む）が反映されています。この費用の配賦計算は、米国会計原則にもとづ
いて行っているものではありませんが、業績情報を提供するにあたって合理的なものであるとソニーは考えています。 



 

エレクトロニクス分野 製品カテゴリー別業績（監査対象外） 
  

 12月31日に終了した９ヵ月間  （単位：億円）

売上高および営業収入 2002  2003  増減 
     オーディオ      
外部顧客に対するもの  ¥ 5,490   ¥ 5,021  △8.5％
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 35  51   
計 5,525  5,072  △8.2 

     ビデオ     
外部顧客に対するもの 6,979  7,507  ＋7.6 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 72  43   
計 7,051  7,550  ＋7.1 

     テレビ     
外部顧客に対するもの 7,471  7,034  △5.9 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 74  37   
計 7,545  7,071  △6.3 

     情報・通信     
外部顧客に対するもの 6,219  6,259  ＋0.6 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 94  52   
計 6,313  6,311  △0.0 

     半導体     
外部顧客に対するもの 1,523  1,871  ＋22.9 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 1,421  1,875   
計 2,944  3,746  ＋27.2 

     コンポーネント     
外部顧客に対するもの 3,967  4,643  ＋17.1 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 1,249  1,293   
計 5,216  5,936  ＋13.8 

     その他     
外部顧客に対するもの 3,829  4,205  ＋9.8 
カテゴリー間取引およびセグメント間取引 4,286  1,678   
計 8,115  5,883  △27.5 

     カテゴリー間取引消去 (3,557)  (3,717)   
合計  ¥ 39,152   ¥ 37,852  △3.3％

 
営業利益（損失） 2002  2003  増減 

     オーディオ  ¥ 579   ¥ 449  △22.4％
ビデオ 1,075  844  △21.5 
テレビ 585  292  △50.0 
情報・通信 (79)  3   ― 
半導体 121  181  ＋49.3 
コンポーネント 390  443  ＋13.7 
その他 (224)  (86)   ― 
小計 2,447  2,126  △13.1 
      配賦不能費用控除・カテゴリー間取引消去 (477)  (581)   ― 
構造改革費用 (395) (564)   ―
合計  ¥ 1,575   ¥ 981  △37.7％

 
（注）１． 上記の情報は「ビジネス別セグメント情報」におけるエレクトロニクス分野の売上高および営業収入・営業利益（損

失）の内訳です。ソニーの経営者はエレクトロニクス事業を単一のオペレーションセグメントとして意思決定を行
っていますが、上記の情報は、当該セグメントを理解する上で有益なものであると考えています。なお、ソニーは
2003 年度第 1 四半期より、エレクトロニクス分野の製品部門区分を一部見直しました。これにともない、前年同期
の実績は新区分に合わせて組替え再表示されています。主な変更内容は下記の通りです。 

 主要製品 旧製品区分 新製品区分  
 ・デジタル放送受信システム 「テレビ」 → 「ビデオ」 
 ・コンピューター用ディスプレイ 「情報・通信」 → 「テレビ」 
 ・液晶テレビ 「情報・通信」 → 「テレビ」 

・ブラウン管     「コンポーネント」     →         「テレビ」 
また、2003 年度第３四半期より、「配賦不能費用」に含まれていた研究開発機能の一部を「半導体」などのカテゴ
リーに移しました。これにともない、前年同期の実績も組替え再表示されています。              

２． 2003 年度第 3 四半期より、従来各カテゴリーおよび配賦不能費用に含まれていた構造改革費用を独立項目として開示
することにしました。これにともない、前年同期の実績も組替え再表示されています。 

３． 「その他」のカテゴリー間取引およびセグメント間取引には、主としてゲーム分野に対する売上が含まれています。 
４． 「売上高および営業収入」における「外部顧客に対するもの」以外の金額情報は、米国会計原則にもとづいて開示し

ているものではありません。製品カテゴリー別の「営業利益（損失）」には、エレクトロニクス分野全体における費用
の配賦計算（為替予約実現損益を含む）が反映されています。この費用の配賦計算は、米国会計原則にもとづいて行
っているものではありませんが、業績情報を提供するにあたって合理的なものであるとソニーは考えています。 


