
「個人投資家の皆様へ」 ウェブサイトのご案内
ソニーについてより深く知っていただけるよう、ソニーの会社概要や経営方針、
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
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第１四半期カレンダー

４月

５月

６月

デジタルスチルカメラ３機種が欧州の「TIPAアワード 2015」を受賞
～ レンズ交換式デジタル一眼カメラ 『α7S』 など ～

積層型CMOSイメージセンサーの生産能力をさらに増強
～ イメージセンサーの総生産能力を約87,000枚/月へ拡大し、
スマートフォンへの供給体制を強化 ～

環境中期目標
「Green Management 2020」を策定
～ エレクトロニクス製品の年間消費電力量を平均30％削減 ～

音と光が降りそそぐ空間をソケットに差し込むだけで実現できる
LED電球スピーカーを発売
～ 電球を取り替えるだけで、照明が音楽再生機器に ～

㈱ソニー・グローバルエデュケーション 事業開始
～ 新たな教育インフラの創造に向けて ～

Sony IR Day 2015

画質、音質、使い勝手を徹底追求、
4Kチューナー内蔵液晶テレビ 

ブラビア®７機種発売

35mmフルサイズ 
ミラーレスデジタル一眼カメラ

『α7R II』を発売

新株式発行及び株式売出しならびに 
転換社債型新株予約権付社債発行

最大960fpsのスーパー
スローモーション機能を搭載した
RXシリーズ２機種を発売

第98回定時株主総会

進化したフラッグシップ
スマートフォン

「Xperia™ Z4」を導入

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201504/15-031/
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201504/15-032/index.html
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201505/15-0501/index.html
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201505/15-0512B/
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201506/15-051/index.html
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Sony IR Day 2015 
（エレクトロニクス事業説明会）
開催
2015年５月27日、ソニー本社にて「Sony IR Day 2015」が開催され
ました。このイベントは、より透明性をもった情報開示と説明責任を
果たすため、投資家・アナリストに対して、エレクトロニクスの主要 
事業の責任者から主に昨年度の総括と今年度の取り組みを説明する
もの。社長 兼 CEOの平井が冒頭に挨拶した後、各ビジネス分野の
責任者が登壇しました。

IR情報

詳細はこちら

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/info/electronics_150527.html


IR情報

03

第98回定時株主総会開催
2015年６月23日午前10時より、第98回定時株主総会が東京・港区の
グランドプリンスホテル新高輪で開催されました。
会場には2,140人の株主が出席、社長 兼 CEOの平井が議長を務め、議事
が進行されました。
はじめに副社長の吉田よりソニーグループの2014年度連結業績について
説明。続いて社長の平井より2014年度までの第一次中期計画の総括
と、2015年度以降の３ヵ年における中期計画を中心にソニーグループ
の経営施策について説明しました。
質疑応答の後、各議案の採決が取られ、決議事項の３議案はすべて
承認可決され、午前11時33分に終了しました。

詳細はこちら

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/investors/Meeting98/
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2015年７月、ソニーは成長に向けた投資資金の確保と財務基盤の強化
を目的として公募増資と転換社債型新株予約権付社債の発行などに
よって、総額約4,200億円の大規模な資金調達を行いました。
ソニーが強みを持つ分野に積極的かつ集中的に投資する資金を得ると
ともに、株主資本を拡充することで今後のさらなる投資余力を確保しま
した。
今回の新株式発行による調達資金は、デバイス分野の積層型CMOS
イメージセンサーの生産能力増強及び研究開発費に充当する予定で
あり、この設備投資及び研究開発を通じ、さらなる収益の拡大をめざして
まいります。
ソニーは、2014年度までの構造改革のフェーズから、現行の中期経営方針
のテーマである「利益創出と成長への投資」のフェーズに移行しており、
こうした転換を背景に、このたび本資金調達を実行しました。

会社名事業所名 設備の内容 投資予定額総額

ソニーセミコンダクタ㈱
長崎テクノロジーセンター

積層型CMOSイメージセンサー
製造設備 1,250億円

ソニーセミコンダクタ㈱
山形テクノロジーセンター

積層型CMOSイメージセンサー
製造設備 470億円

ソニーセミコンダクタ㈱
熊本テクノロジーセンター

積層型CMOSイメージセンサー
製造設備 160億円

ソニーセミコンダクタ㈱
熊本テクノロジーセンター

カメラモジュール向けの
ライン構築に関する設備投資 130億円

ソニー電子華南有限公司 カメラモジュール向けの
ライン構築に関する設備投資 140億円

ソニーセミコンダクタ㈱
長崎テクノロジーセンター他３ヵ所

新モデル対応や生産性改善など
のために経常的にかかる投資 170億円

ソニーセミコンダクタ㈱
熊本テクノロジーセンター 新規事業のための開発設備投資 70億円

「構造改革」から「成長への投資」のフェーズへ
～26年ぶりの公募増資を実施～

詳細はこちら

■ 設備投資の概要

IR情報

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/news/20150630_J.pdf
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ソニー製品情報・ソニーストア ウェブサイト http://www.sony.jp/

スマートフォン
Xperia™ Z4

Xperia™ Z4は、上質感と機能性を追求したこだわりの
デザインにカメラ、オーディオなどのソニーの最先端技術
を結集したフラッグシップスマートフォンです。1/2.3型の
大型イメージセンサー搭載のメインカメラに加えて、
新たに、仲間との撮影やシェアを楽しめる広角25mm
フロントカメラを搭載し、カメラアプリケーションを追加
するなど、カメラ機能を大幅に強化。またオーディオは、
ハイレゾ音源対応に加えて、既存の技術＊に比べて最大
約３倍の情報量で、高音質なワイヤレス音楽再生を
実現する音声圧縮技術LDACに新たに対応し、高品位な
音楽体験を実現します。

4K液晶テレビ ブラビア®
X9400C / X9300C シリーズ

あらゆる映像の精細感、色彩、コントラストを大幅
に向上させる、独自開発の4K高画質プロセッサー
X1™（エックスワン）の能力により、多様な4K
放送・配信サービスにおいても、より美しい映像を
お楽しみいただくことができます。また、業界初の
ハイレゾリューション・オーディオ（以下「ハイレゾ」）
対応とし、ハイレゾ再生が可能な大型フロント
サイドスピーカーや独自の音声信号処理技術
により、高画質映像とあわせて臨場感あふれる
高音質サウンドも実現しています。

業務用ビデオカメラで培った技術をコンパクトな
ボディに凝縮し、スーパースローモーションやサイバー
ショット®初となる4K動画などの映像体験を提供する
次世代カメラです。両機は世界初＊メモリー 一体1.0
型積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS™

（エクスモア アールエス）を搭載し、最大40倍の
スーパースローモーション機能を実現。例えば、わずか
２秒間（960fps）を80秒（40倍）ものスローモーション
映像で記録・再生（24p）できるため、動きの激しい
スポーツシーンや鳥が飛び立つ瞬間など、肉眼では
捉えきれない一瞬をスローモーションで捉えます。
＊デジタルスチルカメラにおいて。ソニー調べ（2015年６月26日
広報発表時点）。

＊既存の技術とは、BluetoothA2DPのSBC（328kbps、44.1kHz時）
を指します。

＊１35mmフルサイズイメージセンサー搭載レンズ交換式
デジタル一眼カメラとして。ソニー調べ（2015年６月
広報発表時点）。

＊２拡張感度設定時。静止画のみ。

レンズ交換式ミラーレス
デジタル一眼カメラ
α7R Ⅱ
解像・感度・フォーカス性能の三要素を高いレベル
で実現したレンズ交換式デジタル一眼カメラです。
本機は、世界初＊１35mmフルサイズ裏面照射型
Exmor R®（エクスモア アール）CMOSイメージ
センサーを搭載し、有効約4,240万画素ならではの
解像力と最高ISO102400＊２の感度、高速AF
性能を実現。夕暮れどきの広大な風景撮影や
予測の難しい動体の撮影など、幅広いシーンの
撮影に優れたモデルです。 デジタルスチルカメラ 

サイバーショット®　
RX100 Ⅳ / RX10 Ⅱ

製品情報

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

＊ 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。

http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201505/15-0513/
http://www.sonymobile.co.jp/company/press/entry/2015/0420_1_xperia_z4.html
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201506/15-0626B/
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201506/15-0626/
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30数年前、NASAが宇宙人との交流を夢見て、
地球の紹介映像を発信。当時大流行のゲーム
映像も送られたが、それを受信した宇宙人が
挑戦状ととらえて、実体化したパックマンや
ドンキーコングを地球に送り込んで来た！全てを
ピクセル化させ破壊するゲームのキャラクター
たちを防げるのは、往年のゲーム・チャンピオン
だけ。「ハリー・ポッター」シリーズのクリス・
コロンバス監督が贈る衝撃のオモシロ“ディザ
スター映画”。

（2015年９月12日　日本公開）

2013年公開の劇場版は興行収入10億円を突破し、2015年
９月21日には全国フジテレビ系にてスペシャルドラマの
放映が決定している大ヒットアニメ「あの日見た花の名前
を僕達はまだ知らない。」のスタッフが贈る完全オリジナル
ストーリーの感動青春群像劇。
心の傷、葛藤、誰かを想う切ない気持ちなど、人と人との絆
を描いた物語と、誰もが一度は聴いたことのある「悲愴」や

「Over the Rainbow」「Around The World」など数々の
名曲が、観る人の心に感動の渦を巻き起こす作品となって
います。

（2015年９月19日　公開）

記念すべき10枚目となるオリジナルアルバムを約３年半ぶりに
リリース。ヒットシングル「俺たちのセレブレーション」、「ワン・ウーマン・
ショー ～甘い幻～」、「オー！リバル」を含む全14曲を収録した
本作は、メジャーデビュー16年目を迎えたポルノグラフィティが、
今ありのままに表現したい音楽をぎゅっと凝縮した１枚となって
います。
また、９月からは全国ツアー「14thライヴサーキット “The dice 
are cast”」もスタートします。

（2015年８月19日　発売）

前作「スカイフォール」に続きアカデミー賞®受賞監督
サム・メンデスが再びメガホンをとるシリーズ第24作。
“スペクター”とは、ジェームズ・ボンド（ダニエル・クレイグ）
の宿敵となる悪の組織。レア・セドゥ＆モニカ・ベルッチ
演じる二人のボンドガールがドラマにからみ、ローマ
市街地でのカーチェイス、雪山の格闘、そして空中戦と
怒涛のアクションが展開され、ボンドの封印された秘密が
明かされていきます。

（2015年12月４日　日本公開）

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

エンタテインメント情報 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 エンタテインメントウェブサイト http://www.sonymusic.co.jp/

ピクセル
©2015ColumbiaPicturesIndustries,Inc.AllRightsReserved.

心が叫びたがってるんだ。
©KOKOSAKEPROJECT

ポルノグラフィティ　
「RHINOCEROS」

００７ スペクター
SPECTRE©2015Danjaq,MGM,CPII.SPECTRE,007GunLogoandrelatedJamesBond

Trademarks,TMDanjaq.AllRightsReserved.

http://www.pixel-movie.jp/
https://www.facebook.com/JamesBond007JP
http://www.pornograffitti.jp/
http://www.kokosake.jp/


07＊ 各年度第１四半期の業績

■		売上高及び営業収入（以下「売上高」）は、為替の影響、及びイメージ
センサーが好調なデバイス分野の大幅な増収があったものの、	
スマートフォンの販売台数の大幅な減少によるモバイル・	
コミュニケーション分野の減収、及び液晶テレビの普及価格帯の	
販売台数減少によるホームエンタテインメント＆サウンド分野の	
減収などにより、ほぼ前年同期並み。

■		営業利益は、主に、Sony	Music	Entertainment（以下「SME」）
が持分法適用会社であったOrcha rd	Med i a ,	I n c .（以下	
「The	Orchard」）を100％子会社とし、既に保有していた持分51％
を公正価値により再評価したことによる再評価益を計上した音楽	
分野の増益、及びデバイス分野の増収の影響により増加。

	 	なお、営業利益には、ロジスティクス事業に関する合弁事業開始
に関連して、事業の一部を売却したことによる売却益123億円が
含まれる。

平均為替レート

2014年度
第１四半期

2015年度
第１四半期 変化率

円 円 ％

１米ドル 102.2 121.3 15.8（円安）

１ユーロ 140.1 134.2 4.5（円高）

営業利益
（単位：億円） 969億円

前年同期比
＋271億円

355
698

2013 2014 2015

824億円
前年同期比
＋556億円

当社株主に帰属する四半期純利益
（単位：億円）

31
268

2013 2014 2015

売上高
（単位：億円） 1兆8,081億円

前年同期比
△0.1％

17,114

2013

18,099

2014 2015

税引前利益
（単位：億円） 1,387億円

前年同期比
＋703億円

454
684

2013 2014 2015

2015年度第１四半期連結業績（2015年４月１日から2015年６月30日まで）

業績ハイライト

011_0339001662709.indd   7 2015/08/31   20:25:11
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■ 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

米国日本

モバイル・
コミュニケーション	（携帯電話）

全社（共通） 0.7

欧州 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

その他地域

（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。 

31.1 19.5 20.3 7.2 13.2 8.7

15.5 14.7 9.3 14.0 10.7 9.5 7.0 3.315.3

49

40

ハードウエア
（据え置き型及び
携帯型ゲームコンソール）
ネットワーク
（ゲーム、ビデオ、音楽	
コンテンツ関連のネット
ワークサービス）

その他	11
（パッケージソフトウエア、
周辺機器）

音楽

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）

映画

34

30

36

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）

イメージング・プロダクツ
＆ソリューション

64

34 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）

その他	2

ホームエンタテインメント
＆サウンド

67

32

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）

その他	1

デバイス 

73

26

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）

その他	1

地域別

ビジネス別

売上高構成比  （単位：％）

ソニーは、2015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、主にその他分野及びデバイス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日本のディスク製造事業を音楽分野に、ソネット㈱及びその子会社をモバイル・コミュニケーション分野にそれぞれ統合しました。また、従来のデバイス分野
に含まれていた純正車載オーディオ機器をホームエンタテインメント＆サウンド分野に移管しました。
以上のセグメント変更にともない、各分野の過年度における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
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1,646

2014 2015

2,937

2014 2015

174

2014 2015

88

2014 2015

3,350

2014 2015

2,575

2014 2015

△16

2014 2015

43

2014 2015

減収の要因 
スマートフォンの販売台数の大幅な
減少など

増収の要因 
為替の影響、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

増収の要因 
「プレイステーション	４」（以下「PS4™」）
のソフトウエアの増収、PS4™の周辺
機器の販売台数の増加、ならびに為替
の影響など

減収の要因 
液晶テレビの主に普及価格帯における
販売台数の減少、及び家庭用オーディオ・	
ビデオの市場縮小にともなう販売台数
の減少など

損失拡大の要因 
為替の悪影響及び前述の減収など

増益の要因 
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、2011年度に発生したタイの
洪水による損害や損失に対する保険
収益の前年同期比増、及び為替の
好影響など

増益の要因 
PS4™のハードウエアコスト削減及び
前述の増収の影響など

増益の要因 
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

モバイル・コミュニケーション分野

イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野

売上高
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

ゲーム＆ネットワークサービス分野

ホームエンタテインメント＆サウンド分野

＊ 各年度第１四半期の業績

2,805億円
前年同期比

16.3％の減少

1,704億円
前年同期比

3.5％の増加

2,886億円
前年同期比

12.1％の増加

2,531億円
前年同期比

13.8％の減少

△229億円
前年同期比

213億円の損失拡大

213億円
前年同期比

39億円の増加

195億円
前年同期比

151億円の増加

109億円
前年同期比

21億円の増加

営業損失
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

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。

ビジネス別営業の概況
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1,761

2014 2015

1,200

2014 2015

2,470

2014 2015

438

2014 2015

116

2014 2015

1,948

2014 2015

115

2014 2015

78

2014 2015

＊   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。

＊ 各年度第１四半期の業績

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、為替
の影響、ならびにカメラモジュールの
大幅な増収など

増収の要因 
米ドルに対する円安の影響など
■			当四半期にヒットした作品
メーガン・トレイナーの「タイトル」、
浜田省吾の「Jou r n e y 	 o f 	 a 		
Songwriter	～	 旅するソング
ライター」、フランシス・カブレルの
「In	Extremis」など

減収の要因 
劇場興行収入及びテレビ局向けライ
センス収入が減少した映画製作の
大幅な減収など

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：保有契約高の
拡大にともない保険料収入が増加
したことに加え、当年度第１四半期
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い
特別勘定における運用損益が改善
したことなど

増益の要因 
前述の増収の影響及び為替の好影響
など

増益の要因 
SMEが、持分法適用会社であった
The	Orchardを100％子会社とした
結果、既に保有していた持分51％を
公正価値により再評価したことに
よる利益151百万米ドル（181億円）を
計上したこと及び為替の好影響など

損益悪化の要因 
前述の減収の影響など

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

デバイス分野

音楽分野

売上高
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

金融ビジネス収入
（単位：億円）

映画分野

金融分野

2,379億円
前年同期比

35.1％の増加

1,302億円
前年同期比

8.5％の増加

1,715億円
前年同期比

11.9％の減少

2,794億円
前年同期比

13.1％の増加

303億円
前年同期比

188億円の増加

318億円
前年同期比

201億円の増加

△117億円
前年同期比

195億円の悪化

460億円
前年同期比

22億円の増加

営業利益
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

営業利益（損失）
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）
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株式の所有者別状況

2013年度末
（2014年３月31日現在）

2014年度末
（2015年３月31日現在）

2015年度第１四半期末
（2015年６月30日現在）

千株 名 千株 名 千株 名

■	 外 国 人 441,409 1,354 662,345 1,411 679,822 1,420

■	 金 融 機 関 193,729 127 230,875 97 227,957 99

■	 個人・その他 349,811 682,846 233,457 531,164 221,363 514,225

■	 一 般 法 人 33,653 3,578 27,203 2,797 25,929 2,751

■	 証 券 会 社 26,105 95 15,893 53 15,084 68

合　計 1,044,708 688,000 1,169,773 535,522 1,170,155 518,563

所有者別の持株比率  （単位：％）

2014年度末

2 0 1 5年度
第１四半期末

56.6 19.7 20.0 2.3 1.4

58.1 19.5 18.9 2.2 1.3

2013年度末

42.3 18.5 33.5 3.2 2.5

1.4

0.0

2.5

■	外国人　■	金融機関　■	個人・その他　■	一般法人　■	証券会社

株式の状況
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