
2014年度第２四半期連結業績のお知らせ
（2014年７月１日から2014年９月30日まで）
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概要や経営方針、歴史などの様々な情報をご紹介しています。

詳細はこちらへ 個人投資家の皆様へ
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株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

2014年度第２四半期（2014年７月１日から９月30日まで）の連結売上高及び営業収入は、 

主に、「プレイステーション ４」の貢献があったゲーム＆ネットワークサービス分野の大幅な増収、

イメージセンサーが好調なデバイス分野の大幅な増収、ならびに為替の好影響により前年同期に

比べ増加しました。一方、営業損益はモバイル・コミュニケーション分野において営業権の減損

1,760億円を計上したことなどにより、前年同期に比べ大幅な悪化となりました。

2014年度通期の連結業績見通しにつきましては、９月17日に、営業権の減損の計上を見込んだ

ことにより、７月時点の発表数値を下方修正しました。

2014年度の配当につきましては、かかる通期連結業績見通しの下方修正を勘案し、誠に 

遺憾ではございますが、中間配当及び期末配当ともに見送らせていただくことを決定いたしました。

このような厳しい決定に至ったことを、経営トップとして大変重く受け止めております。

厳しい経営状況ではありますが、構造改革をやり切り、来年度以降の業績回復を実現することで、

早期の復配をめざしてまいる所存でございます。

株主の皆様のご期待に応えるべく、安定した収益基盤の構築に全力を挙げて取り組んで 

まいりますので、何卒ご理解と一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2014年11月

代表執行役　社長 兼 CEO

Sony IR Day 2014

エンタテインメント及びエレクトロニクス各事業に関する説明会
2014年11月18日と25日の２日間にわたり、ソニーグループのエンタテインメント
及びエレクトロニクスの各事業について投資家・アナリストに説明する

「Sony IR Day 2014」を開催。平井社長 兼 CEO、吉田CFO及び各ビジネス分野の 
トップより今後の成長戦略や経営数値目標について説明を行いました。
具体的な内容については下記をご参照ください。

Sony IR Day 2014 オープニングスピーチ
平井 一夫 代表執行役 社長 兼 CEO 　

エンタテインメント事業
マイケル・リントン
ソニー・エンタテインメントCEO
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 会長 兼 CEO

エンタテインメント  2014年11月18日

CFOよりメッセージ
吉田 憲一郎 代表執行役 EVP CFO 　

十時 裕樹
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 

モバイル・コミュニケーション分野

鈴木 智行
執行役 EVP デバイスソリューション事業本部長 　

デバイス分野

今村 昌志
ソニービジュアルプロダクツ株式会社 代表取締役社長 　

高木 一郎
業務執行役員 SVP ビデオ＆サウンド事業本部長 　
ソニービジュアルプロダクツ株式会社 代表取締役副社長

ホームエンタテインメント＆サウンド分野

根本 章二
執行役 EVP イメージング・プロダクツ＆ソリューション セクター長
プロフェッショナル・ソリューション事業本部長 　

石塚 茂樹
業務執行役員 SVP デジタルイメージング事業本部長 　

イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野

アンドリュー・ハウス
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 社長 兼 グループCEO 
グループ役員 ネットワークエンタテインメント事業担当

ゲーム＆ネットワークサービス分野

エレクトロニクス  2014年11月25日
©2014 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
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新商品＆第２四半期トピックス

IFA出展 主な新商品 ❶ 

ソニー製品情報ウェブサイト http://www.sony.jp/
ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」 http://store.sony.jp/

2014年9月、ドイツ・ベルリンにて開催された世界最大級のコンスーマーエレクトロニクスショー「IFA 2014」において、「世界中の人々の好奇心を刺激し、感動を
もたらす」というテーマのもと、ソニーならではのユーザー体験を提供する新商品を出展しました。

Smart Tennis Sensor
（スマートテニスセンサー）

SSE-TN1

Smart Tennis Sensorは、テニスラケット＊のグリップエンド部
に装着して使用するセンサーです。打ったその場でショットの
データをスマートフォンやタブレット上でわかりやすく 
確認することができます。（専用アプリケーションの 
インストールが必要です。）
従来容易に可視化することができなかったテニスの 
プレイの様子を、映像とともに記録し振り返るという新しい
体験をお客さまに提供します。
＊対応テニスラケットを含む、商品の詳細については、専用ホーム
ページにてご案内しています。
http://www.smarttennissensor.sony.co.jp/

詳細はこちらへ 商品サイトへレンズスタイルカメラ
ILCE-QX1／DSC-QX30

スマートフォンとWi-Fi接続することで、スマートフォンの
画面をモニターとして使いながら、写真や動画を撮影 
できます。

『ILCE-QX1』は、レンズ交換式デジタル一眼カメラと同等の
大型CMOSイメージセンサーを搭載することにより、 
高画質撮影を実現しました。また、様々なレンズ交換式 
デジタル一眼カメラα用のレンズを装着できます。
 『DSC-QX30』は光学30倍ズームのソニーGレンズ™や
光学式手ブレ補正機能を搭載しており、スマートフォンの
内蔵カメラでは捉えきれない遠くの被写体でも、ブレを
抑えた撮影が可能です。

詳細はこちらへ 商品サイトへ

ユーザーを包み込むようにカーブした画面と大容量 
マルチアングルライブスピーカーシステムのコンビネーション
により、これまでにない没入感を提案する4K対応液晶テレビ 
ブラビア™の新シリーズです。映画館のような臨場感 
あふれる映像と迫力あるサラウンド音響をご自宅で手軽に
楽しむことが可能です。
＊中国、欧州市場向けに販売。日本での販売予定はありません。

デジタルHDビデオカメラレコーダー
アクションカム ミニ
HDR-AZ1VR（ライブビューリモコンキット）

質量約63gと従来モデルよりも大幅な小型・軽量化を 
実現。身体やヘルメットなどへより自然に装着でき、 
アクティブなスポーツシーンやアウトドアにおいて、ブレを 
抑えた迫力ある高画質な体感映像を撮影することが 
できます。ライブビューリモコンキットに同梱されている
GPS記録機能を搭載した新ライブビューリモコンでは、 
録画のスタート/ストップに加え、新たに手元でのカメラ内
ファイルの再生・削除も可能になりました。

詳細はこちらへ 商品サイトへ 4K対応液晶テレビ ブラビア™　
S90Bシリーズ

詳細はこちらへ 商品サイトへ

ソニー IFA出展
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新商品＆第２四半期トピックス

ハイレゾリューション・オーディオ（以下「ハイレゾ」）対応のデジタルミュージックプレーヤーとして世界最小・最軽量＊のウォークマン®です。
CDを上回る情報量を持つハイレゾ音源は、アーティストの息づかいやライブの空気感など、CDでは聴こえなかった微細な音や
ニュアンスまで感じとることができます。ハイレゾの高音質を再現するモデルとして、スタミナ再生とさらなる小型・軽量化を 
実現しました。
＊ハイレゾ音源対応のデジタルミュージックプレーヤーの体積比において。（2014年９月25日広報発表時点、ソニー調べ。）

ウォークマン® Aシリーズ　NW-A17／NW-A16 詳細はこちらへ 商品サイトへ

スマートフォンやタブレットと連携して、欲しい情報が手元に表示される腕時計／リストバンド型ウェアラブル（身につける）デバイスの
新商品です。
SmartWatch 3はユーザーの行動履歴をもとに、天候・交通状況や次に控えている予定をお知らせするなど、必要とする情報を 
タイムリーに提供します。
SmartBand Talkは、スマートフォンを取り出すことなく手元で通話したり、音声でスマートフォンの操作をすることができます。

SmartWatch 3 & SmartBand Talk　SmartWatch 3 SWR50／SmartBand Talk SWR30 詳細はこちらへ 商品サイトへ

カメラやオーディオなどのソニーの最新技術を結集しました。ISO12800の高感度撮影対応や、電子式手ブレ補正機能の一層の 
進化により、薄暗い場所でもこれまで以上にノイズを抑えた静止画や手ブレを抑えた鮮明な動画の撮影が楽しめます。
また、スマートフォンでは世界で初めて「プレイステーション 4」（以下「PS4™」）と連携する「PS4 リモートプレイ」を搭載。PS4™の
臨場感あふれるゲーム体験をスマートフォン上でお楽しみいただけます。
なお、従来から販売を行ってきた株式会社NTTドコモ及びKDDI株式会社に加え、ソフトバンクモバイル株式会社から、同社として
初めてのXperia™スマートフォンとして2014年11月にXperia™ Z3が発売されました。

詳細はこちらへ 商品サイトへスマートフォン　Xperia™ Z3

IFA出展 主な新商品 ❷ 
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新商品＆第２四半期トピックス

定額制音楽配信サービス
「Music Unlimited（ミュージックアンリミテッド）」、国内向け楽曲数2,500万曲を突破

「Music Unlimited」は、クラウド上で管理された楽曲を、家の中や外出先などのシーンに合わせて、ソニー製品をはじめとする 
幅広い対応機器でお楽しみいただける定額制音楽配信サービスです。
本サービスは、2012年７月の国内向けサービス開始以降、魅力的な楽曲を追加し、2014年９月時点で配信曲数が2,500万曲を 
突破しました。
今後も楽曲のさらなる充実や、旬なテーマ企画などの提供、そして機能拡充の推進を通じて、「Music Unlimited」の魅力をさらに 
高めてまいります。  

詳細はこちらへ ニュースリリース

詳細はこちらへ ニュースリリース世界最高感度の車載カメラ向けCMOSイメージセンサーを商品化
闇夜に相当する低照度0.005ルクスの環境においても高画質なカラー映像の撮影を可能とする、世界最高感度＊１を実現した車載
カメラ向けCMOSイメージセンサー『IMX224MQV』を商品化します。

『IMX224MQV』は、当社で初めて自動車向け電子部品の信頼性試験基準「AEC-Q100」＊２に対応予定＊３のイメージセンサーです。
本製品を皮切りに、将来の自動運転車に向けて市場の拡大が見込まれる車載用途のCMOSイメージセンサーの開発を積極的に
進めていきます。
＊１1/3型でHD以上の解像度のイメージセンサーにおいて。（2014年10月16日広報発表時点、ソニー調べ。）
＊２AEC（AutomotiveElectronicsCouncil：自動車向け電子部品評議会）の電子部品の信頼性試験基準。
＊３2015年12月の量産品において。

＊AR：AugmentedReality（拡張現実感）の略。

LiveAction AR＊（ライブアクションエーアール）技術が2015年用年賀はがきARアプリに採用
当社が開発したLiveAction AR技術が、日本郵便株式会社の2015年用年賀はがきARアプリに採用されました。
LiveAction AR技術とは、スマートフォンなどのカメラをかざし画面に映し出した映像に対し、人物やキャラクターなどの実写 
コンテンツをまるでその場にいるかのような臨場感で立体的に重ねて表示する技術です。
当社は、今回の採用を皮切りに、積極的に同技術の外販を推進し、AR市場の活性化とビジネスの拡大をめざしてまいります。

詳細はこちらへ ニュースリリース
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ANNIE／アニー
©2014ColumbiaPicturesIndustries,Inc.AllRightsReserved.

主題歌“Tomorrow”で知られる、トニー賞受賞の名作ミュージカル「アニー」を、現代の
ニューヨークを舞台に完全映画化。４歳の頃、レストランに置き去りにされ、今は施設で 
暮らす少女アニー。NY市長候補で富豪のスタックスは、偶然助けた彼女を選挙戦に利用 
しようと、豪邸に引き取って一緒に暮らし始めるのだが…。アカデミー®主演女優賞最年少
ノミネートのクワベンジャネ・ウォレス、ジェイミー・フォックス、キャメロン・ディアスら豪華
キャストにも注目。

（2015年１月24日　日本公開）

最新映画情報

最新音楽情報
西野カナ　「with LOVE」

2008年のデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と類まれな歌声が話題を集め、 
女性ファンを中心にブレイク。昨年２枚同時にリリースしたデビュー５周年記念となる 
初のベストアルバムが85万枚を超えるロングセールスを記録するなど、国民的女性 
アーティストとして今後さらなる活躍が期待されている西野カナが、人気ドラマの主題歌や
話題のCMソングなど数多く収録した５枚目のオリジナルアルバムをリリース。2015年 
５月からは大規模な全国アリーナツアーも開催する。

（2014年11月12日発売）

詳細はこちらへ 公式サイトへ

詳細はこちらへ 公式サイトへワン・ダイレクション　「FOUR／フォー」

2011年のデビューより、イギリス・アメリカ・日本をはじめ世界中で一大センセーションを 
起こし続けている今世紀最大のスーパーグループ＝ワン・ダイレクション（１D）。 

「デビューから３作連続で全米アルバム・チャート初登場１位を記録したグループ」 
（世界ギネス記録2015）として正式にギネス世界記録にも認定され、それに続く４枚目の
アルバムとして本作をリリース。2015年２月～３月には約１年３ヵ月ぶりの来日公演も 
予定されており、チケット約15万枚が即日完売となっている。

（2014年11月19日発売）

詳細はこちらへ 公式サイトへ

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントウェブサイト
http://www.sonypictures.jp/

ソニーミュージックウェブサイト
http://www.sonymusic.co.jp/

シェフ　三ツ星フードトラック始めました
©2014SOUSCHEF,LLC.ALLRIGHTSRESERVED.

オーナーとの対立で店を辞めた元一流レストランシェフのカールは、フードトラックで
キューバサンドウィッチを移動販売することに。料理へのパッション、人生と愛への熱意を
取り戻すためのアメリカ横断旅行が始まる。『アイアンマン』シリーズのジョン・ファヴローが
監督・脚本・主演を務め、ロバート・ダウニーJr.、ダスティン・ホフマン、スカーレット・ヨハンソンら
豪華キャストが共演した、“おなか”と“こころ”を満たす話題作。

（2015年２月28日　日本公開）

詳細はこちらへ 公式サイトへ
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2014年度第２四半期連結業績（2014年７月１日から2014年９月30日まで）

■		売上高及び営業収入（以下「売上高」）は、主に、「プレイステーション	４」（以下
「PS4TM」）の貢献があったゲーム＆ネットワークサービス分野の大幅な増収、
イメージセンサーが好調なデバイス分野の大幅な増収、ならびに為替の好影響
により前年同期に比べ増加。

■		営業損益は、モバイル・コミュニケーション分野において営業権の減損	
1,760億円を計上したことなどにより、前年同期に比べ大幅に悪化。

	 	一方、ゲーム＆ネットワークサービス分野、イメージング・プロダクツ＆	
ソリューション分野、ホームエンタテインメント＆サウンド分野、デバイス	
分野、ならびに映画分野の損益は大幅に改善。

平均為替レート

2013年度
第２四半期

2014年度
第２四半期 変化率

円 円 ％

１米ドル 98.9 103.9 4.8（円安）

１ユーロ 131.1 137.8 4.9（円安）

売上高

税引前利益（損失）

営業利益（損失）

当社株主に帰属する四半期純損失

1兆9,015億円
前年同期比	 ＋7.2％

（単位：億円）

△900億円

前年同期比	 △951億円

（単位：億円）

△856億円
前年同期比	 △995億円

（単位：億円）

△1,360億円

前年同期比	△1,163億円

（単位：億円）

139296

△856
20132012 2014

△196△157

△1,360
20132012 2014

17,742

2013

16,037

2012

19,015

2014

51190

△900
20132012 2014

＊	各年度第２四半期の業績

業績ハイライト
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ソニーは、2014年４月１日付の組織変更にともない、当年度第１四半期より、主にゲーム分野及びモバイル・プロダクツ＆コミュニケーション（以下「MP＆C」）分野を従来構成していた事業を再編し、業績報告に
おけるビジネスセグメント区分の変更を行いました。この再編に関連して、従来のその他分野に含まれていたネットワーク事業をゲーム分野に統合し、ゲーム＆ネットワークサービス分野に名称変更しました。また、
従来のMP＆C分野に含まれていたモバイル・コミュニケーションカテゴリーをモバイル・コミュニケーション分野とし、それ以外をその他分野に移管しました。これにより、PC事業はその他分野に含まれています。
また、2014年６月１日付の組織変更にともない、当年度第１四半期より、電源事業がデバイス分野からその他分野へ移管されました。
以上のセグメント変更にともない、各分野の過年度の売上高及び営業損益を当年度の表示に合わせて組替再表示しています。

セグメント変更について

売上高構成比		（単位：％）
（2014年度第２四半期）

■	欧州	：イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、スペイン、スウェーデン　■	アジア・太平洋地域	：	インド、韓国、オセアニア　■	その他地域	：	中近東/アフリカ、ブラジル、メキシコ、カナダ
日本、米国及び中国以外の各区分に属する主な地域

●	地域別

●	ビジネス別

米国

イメージング・プロダクツ
＆ソリューション

モバイル
・コミュニケーション（携帯電話）

全社（共通）	0.8

欧州

デバイス	

中国

ゲーム
＆ネットワークサービス

アジア・太平洋地域

金融 その他

ホームエンタテインメント
＆サウンド

その他地域

音楽映画

（注１） 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。　（注２） （　）内はそれぞれの分野/カテゴリー内の主要製品・ビジネスを表しています。

（注１） 地域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。　（注２） 地域別の売上高構成比は、顧客の所在地別に表示されています。 

26.3 17.2 24.3 7.6 13.6 11.0

16.2 15.0 9.3 14.8 9.5 9.6 6.1 4.614.1

64

34

半導体
（イメージセンサー）

コンポーネント
（電池、記録メディア、データ記録システム）

71

29

テレビ
（液晶テレビ）

オーディオ・ビデオ
（ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、
家庭用オーディオ、ヘッドホン、メモリ内蔵型
携帯オーディオ）

70

16
14

音楽出版
（楽曲の詞、曲の管理及びライセンス）

映像メディア・プラットフォーム
（音楽・映像関連商品の様々なサービス
提供、アニメーション作品の制作・販売）

音楽制作
（パッケージ及びデジタルの音楽
制作物の販売、アーティストのライブ
パフォーマンスからの収入）

62

37 プロフェッショナル・ソリューション
（放送用・業務用機器）

デジタルイメージング
・プロダクツ
（コンパクトデジタルカメラ、レンズ交換式
一眼カメラ、ビデオカメラ）

54

24

22

テレビ番組制作
（テレビ番組の制作・買付・販売）

メディアネットワーク
（テレビ、デジタルの
ネットワークオペレーション）

映画製作
（映画作品の製作・買付・配給・販売）

その他	1 その他	2

日本
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ホームエンタテインメント＆サウンド分野

2,824億円	 前年同期比	7.0％の増加
増収の要因	
テレビの大幅な増収及び為替の好影響など

売上高
2,8242,638

2013 2014

（単位：億円）

80億円	 前年同期比	201億円の改善
損益改善の要因	
コスト削減及び高付加価値モデルへのシフトによる製品ミックス
の改善など

営業利益（損失）

80

△121
2013 2014

（単位：億円）

ビジネス別営業の概況
以下の説明における各分野の売上高はセグメント間取引消去前のものであり、また各分野の営業損益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。

イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野

1,786億円	 前年同期比	1.8％の増加
増収の要因
為替の好影響、及びデジタルカメラにおける高付加価値モデル
へのシフトによる製品ミックスの改善など

売上高

1,7861,755

2013 2014

（単位：億円）

201億円	 前年同期比	224億円の改善
損益改善の要因	
販売費及び一般管理費の削減、前述の高付加価値モデルへの
シフトによる製品ミックスの改善、ならびに為替の好影響など

営業利益（損失）

201

△23

2013 2014

（単位：億円）

モバイル・コミュニケーション分野

3,084億円	 前年同期比	1.2％の増加
増収の要因	
為替の好影響など

売上高
3,0843,046

2013 2014

（単位：億円）

△1,720億円
損益悪化の要因	
営業権の減損1,760億円を計上したことや、販路拡大のための
マーケティング費用及び研究開発費の増加など

営業利益（損失）

△1,720

88

2013 2014

（単位：億円）

ゲーム＆ネットワークサービス分野

3,095億円	 前年同期比	83.2％の増加
増収の要因	
PS4TMのハードウエアの貢献、PS4TM導入にともなうネットワーク
サービス収入の大幅な増加、ならびにPS4TMのソフトウエアの貢献
など

売上高
3,095

1,690

2013 2014

（単位：億円）

218億円	 前年同期比	260億円の改善
損益改善の要因	
前述の増収の影響など

営業利益（損失）

218

△42

2013 2014

（単位：億円）

＊	各年度第２四半期の業績

前年同期比	
1,808億円の悪化
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2,4772,013

2013 2014

（単位：億円）

296
119

2013 2014

（単位：億円）

デバイス分野

2,477億円	 前年同期比	23.1％の増加
増収の要因	
モバイル機器向けの需要増加によるイメージセンサーの大幅な
増収、カメラモジュールの大幅な増収、及び為替の好影響など

売上高

296億円	 前年同期比	177億円の増加
増益の要因	
前述のイメージセンサーの増収の影響、為替の好影響、ならびに
電池事業の損益改善など

営業利益

1,1681,150

2013 2014

（単位：億円）

11897

2013 2014

（単位：億円）

音楽分野

1,168億円	 前年同期比	1.5％の増加
増収の要因	
為替の好影響など

売上高

118億円	 前年同期比	21億円の増加
増益の要因	
EMI	Music	Publishingの持分法投資損益の改善、ならびに、
販売費及び一般管理費の削減など

営業利益

1,8221,778

2013 2014

（単位：億円）

△10△178
2013 2014

（単位：億円）

映画分野

1,822億円	 前年同期比	2.4％の増加
増収の要因	
米ドルに対する円安の好影響など

売上高

△10億円	 前年同期比	167億円の改善
損益改善の要因	
前年同期に比べ劇場公開作品数が少なかったことによる広告
宣伝費の減少、及び、前年同期には「ホワイトハウス・ダウン」の
劇場興行収入が想定を下回った影響があったことなど

営業損失

2,6962,437

2013 2014

（単位：億円）

477384

2013 2014

（単位：億円）

金融分野

2,696億円	 前年同期比	10.6％の増加
増収の要因	
ソニー生命保険㈱（以下「ソニー生命」）の増収など
●			ソニー生命の増収：当四半期の日本の株式相場の上昇幅が
前年同期を上回ったことなどにともなう特別勘定における
運用損益の改善に加え、保有契約高の拡大にともなう保険料
収入の増加など

金融ビジネス収入

477億円	 前年同期比	93億円の増加
増益の要因	
ソニー生命の増益など
●			ソニー生命の増益：一般勘定における運用損益が改善したことなど

営業利益

＊   金融分野には、ソニーフィナンシャルホールディングス㈱（以下「SFH」）及びSFHの連結子会社であるソニー生命、
ソニー損害保険㈱、ソニー銀行㈱の３社の業績が含まれています。金融分野に記載されているソニー生命の業績
は、SFH及びソニー生命が日本の会計原則に則って個別に開示している業績とは異なります。なお、過年度の財務
数値の一部を見直しました。＊	各年度第２四半期の業績
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株式の状況（2014年９月30日現在）

株式の所有者別状況

2012年度末
（2013年３月31日現在）

2013年度末
（2014年３月31日現在）

2014年度第２四半期末
（2014年９月30日現在）

千株 名 千株 名 千株 名

■	 外 国 人 330,107 1,303 441,409 1,354 606,627 1,392
■	 金 融 機 関 231,071 129 193,729 127 213,295 108
■	 個人・その他 388,381 740,076 349,811 682,846 288,390 602,896
■	 一 般 法 人 34,555 3,861 33,653 3,578 29,305 3,202
■	 証 券 会 社 27,836 102 26,105 95 12,072 51

合　計 1,011,950 745,471 1,044,708 688,000 1,149,688 607,649

発行可能株式総数 3,600,000,000株

発行済株式の総数 1,149,688,229株

株 　 主 　 数 607,649名

単 元 株 式 数 100株

上場証券取引所 （国内）	東京
（海外）	ニューヨーク

所有者別の持株比率		（単位：％）

2012年度末

2013年度末

2 0 1 4年度
第２四半期末

42.3 18.5 33.5 3.2 2.5

32.6 22.8 38.4 3.4 2.8

52.8 18.6 25.1 2.5 1.0

■	外国人　■	金融機関　■	個人・その他　■	一般法人　■	証券会社

大株主（上位10名）
株　　　主　　　名 所有株式数 持株比率

千株 ％

Moxley	and	Co.	LLC（注１） 123,494 10.7
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）（注２） 52,248 4.5
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）（注２） 50,327 4.4
State	Street	Bank	and	Trust	Company（注３）
（常任代理人	香港上海銀行） 23,748 2.1

Goldman,	Sachs	&	Co.	Reg（注３） 21,479 1.9
Euroclear	Bank	S.A./N.V.（注３） 18,684 1.6
The	Bank	of	New	York	Mellon	SA/NV	10（注３） 12,456 1.1
State	Street	Bank	West	Client	-	Treaty（注３） 12,338 1.1
State	Street	Bank	and	Trust	Company（注３）
（常任代理人	㈱みずほ銀行） 12,187 1.1

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口６）（注２） 11,646 1.0
（注１） ADR（米国預託証券）の受託機関であるJPMorgan Chase Bank, N.A.の株式名義人です。なお、2014年10月

16日付でJPMorgan Chase Bank, N.A.に代わり新たにCitibank, N.A.がADRの受託機関となり、同日以降
の株式名義人はCitibank As Depositary Bank For Depositary Receipt Holdersとなっています。

（注２）各社の所有株式は、全て各社が証券投資信託などの信託を受けている株式です。
（注３） 主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人と

なっています。
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取締役及び執行役（2014年11月17日現在）

（注）＊は社外取締役です。

（注）※は取締役を兼務する者です。

執行役

代表執行役		社長 （CEO） ※平　井　一　夫

代表執行役		EVP （CFO） ※吉　田　憲一郎

執行役　　		EVP （メディカル事業担当） 斎　藤　　　端

執行役　　		EVP （プロフェッショナル・ソリューション事業、デジタルイメージング事業、ディスク製造事業担当） 根　本　章　二

執行役　　		EVP （デバイスソリューション事業、RDSプラットフォーム担当） 鈴　木　智　行

執行役　　		EVP （人事、総務担当） 藤　田　州　孝

執行役　　		EVP （法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外担当） 神　戸　司　郎

取締役

平　井　一　夫 吉　田　憲一郎 ＊安　樂　兼　光

＊永　山　　　治 ＊二　村　隆　章 ＊原　田　泳　幸

＊伊　藤　穰　一 Tim	Schaaff
（ティム・シャーフ）

＊松　永　和　夫

＊宮　田　孝　一 ＊ John	V.	Roos
（ジョン・ルース）

＊桜　井　恵理子

主要連結財務データ

（注１） ソニーは、持分法による投資損益を営業利益（損失）の一部として表示しています。
（注２） 資本的支出は企業結合により生じた増加額を除きます。 
（注３） 純資産は、米国会計原則にもとづく資本合計を使用しています。 
（注４） １株当たり純資産は、当社株主に帰属する資本合計を用いて算出しています。

2012年度 2013年度 2014年度
上半期 通期 上半期 通期 上半期

億円 億円 億円 億円 億円

売上高及び営業収入 31,189 67,955 34,857 77,673 37,114
営業利益（損失） 360 2,265 494 265 △158
税引前利益（損失） 285 2,421 505 257 △216
当社株主に帰属する当期純利益（損失） △403 415 △165 △1,284 △1,092
基本的１株当たり当社株主に帰属する	
当期純利益（損失）（円） △40.19 41.32 △16.25 △124.99 △102.14

資本的支出 1,403 3,022 1,288 2,610 1,126
（内、有形固定資産の増加額） （996） （1,886） （895） （1,646） （763）
（内、無形固定資産の増加額） （407） （1,135） （393） （964） （363）
研究開発費 2,366 4,736 2,286 4,660 2,220
総　資　産 132,584 142,110 149,829 153,337 155,690
純　資　産 23,200 26,720 27,550 27,831 28,392
１株当たり純資産（円） 1,863.73 2,168.62 2,174.46 2,163.63 1,990.78
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