
第103回
定時株主総会招集ご通知
The 103rd Ordinary General Meeting of Shareholders

ソニー株式会社
証券コード　6758

ご来場自粛のお願い
新型コロナウイルス感染予防の観点から、
同封の「議決権行使書」のご返送または
インターネットによる議決権の行使を
ご選択いただき、株主総会当日のご来場は
お控えいただけますようお願い申しあげます。

議決権行使がより簡単に
スマートフォンでQRコードを読み取る
だけで 、議 決 権 行 使ウェブサイトに 
ログインいただけます。

▶ 詳細は4頁をご参照ください。

議決権行使期限
2020年6月25日　午後5時30分まで



ご来場自粛および議決権行使のお願い
本年の株主総会では、新型コロナウイルス感染予防の観点から、株主の皆様におかれましては、下記の「事前の議決権行使
の方法」をご選択いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただけますようご理解、ご協力の程お願い申しあげます。

事前の議決権行使の方法について 2020年6月25日（木曜日）午後5時30分まで
事前の議決権行使には、以下の3つの方法があります。7頁からの株主総会参考書類をご検討いただき、

議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
▶詳細は4頁をご覧ください。

❶ 同封の「議決権行使書」を郵送する方法

❷ スマートフォンでQRコードを読み取る方法

❸ 議決権行使ウェブサイトにアクセスし、「ログインID」及び「仮パスワード」を入力する方法

  

インターネットによるご意見・ご質問の受付

2020年6月19日（金曜日）まで
当社経営陣へのご意見・ご質問をお聞かせください。
▶詳細は6頁をご覧ください。

録画映像の配信について

2020年7月1日（水曜日）以降
株主総会当日の模様につきましては、当社ウェブサイトから 

ご視聴いただけます。

本年の株主総会の開催に関し、変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト https://www.sony.co.jp/IR/ ソニー株式会社 IR
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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。

　当社第103回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、まず、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

ます。

　2019年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）は、「人に近づく」をテーマに据えた2020年度までの３ヵ年にわたる

中期経営計画の中間年度にあたります。当年度の連結業績につきましては、イメージング＆センシング・ソリューション分野

の大幅な増収などがあったものの、エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション分野及びゲーム＆ネットワークサービス分野

の大幅な減収により、売上高は減少しました。営業利益は、減収の影響に加え、音楽分野での大幅な減益などがあったことに

より、連結業績全体では減収、減益となりました。当年度の第４四半期から新型コロナウイルス感染症の影響が世界的に拡大

しており、当社も2020年度の業績見通しを未定としておりますが、情勢の変化に迅速に対応し事業への影響を抑えることに

努めると同時に、中長期的な成長に向けた施策にも積極的に取り組んでまいります。

　なお、2019年度の期末配当金につきましては、前年度の期末配当金20円に対し、５円増配の１株につき25円とさせて

いただきました。2019年12月に１株につき20円の中間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は45円（前年度は

１株につき35円）となります。

　より「人に近づく」ことで感動を生み出し、新しい価値創造と高い収益を創出できる企業となるよう、経営陣・社員ともに

緊張感を保ちながら、全力で経営に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますよう

お願い申しあげます。

2020年６月４日

ソニー株式会社
取締役 兼 代表執行役
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第103回定時株主総会招集ご通知
日時 2020年６月26日（金曜日）午前10時

場所 東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」 ▶ 裏表紙の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 

● 本年は、感染予防のため、座席の間隔をひろげることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。
そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

● 会場受付付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、また体調不良と思われる方は、ご入場をお断り
させていただきます。 

● マスクの着用などご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いいたします。 

● 配信の閲覧等で配慮が必要な方は、準備の都合上、 2020年６月19日（金曜日）までに 70頁の「株主総会に関する
お問い合わせ先」までご連絡ください。

目的事項 報告事項 2019年度（ 2019年４月１日から 2020年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類
ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第1号議案　定款一部変更の件
第2号議案　取締役12名選任の件
第3号議案　ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件

● 感染予防のため議事の時間を短縮する観点から、報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。

インターネット開示・修正に関する事項 

1 株主総会参考書類ならびに招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、７頁から69頁
までに記載のとおりです。
ただし、以下の事項につきましては、法令及び定款第14条の規定にもとづき、当社ウェブサイトに掲載していますので、
本招集ご通知には記載しておりません。
①  事業報告の「６. 業務の適正を確保するための体制」 
② 事業報告 の「７. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」 
③ 連結計算書類の連結注記表
④ 計算書類の株主資本等変動計算書
⑤ 計算書類の個別注記表 

2 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載
させていただきます。

当社ウェブサイト https://www.sony.co.jp/IR/
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事前の議決権行使方法のご案内

 

    

同封の議決権行使書の郵送またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類
をご検討いただき、 2020年６月25日（木曜日）午後５時 30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。

郵 送 左側を切り取ってポストに投函してください。　＊切手は不要です。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、期限までに到着するようご返送ください。
なお、各議案について賛否の表示がない議決権行使書が提出された場合は、「賛成」の意思表示があったものとして 
取り扱わせていただきます。

インターネット 議決権行使ウェブサイト 
▲ https://evote.tr.mufg.jp/

インターネットによる議決権行使は、2020年6月25日（木曜日）午後５時 30分まで受け付けいたしますが、お早めに 
行使してくださいますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら次頁のヘルプデスクへお問い合わせください。

スマートフォンで QRコードを読み取る方法

＊   QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

同封の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログイン用  
QRコード」を読み取ることで、議決権行使ウェブサイトに 
ログインいただけます。
＊上記方法での議決権行使は１回に限ります。

２回目以降のログインの際は … 
次頁に記載のご案内にしたがってログインしてください。
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「ログインID」及び「仮パスワード」を入力する方法

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使ウェブサイト
にアクセスしてください。
議決権行使ウェブサイトの「ログインID」及び「仮パスワード」は、
同封の議決権行使書用紙の右下に記載されています。

スマートフォンの
場合

１「株主総会に関する
お手続き」をタッチ

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力 

3 「ログイン」をタッチ

パソコンの場合

１「次の画面へ」を
クリック

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を
入力 

3 「ログイン」を
クリック 

以
降
は
画
面
の
案
内
に
し
た
が
っ
て

！

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点
株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんの防止について
ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

郵送とインターネットの両方で議決権を行使された場合
インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合
最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
＊ パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

パソコンまたはスマートフォンから議決権を行使される場合のご注意
インターネット接続にファイアーウォールなどを使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーを利用されている場合など、
株主様のインターネットの利用環境によっては、ご利用できない場合もあります。

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料）（受付時間：午前９時～午後９時）
＊ウェブサイトの保守・点検のための取扱休止時間：午前２時～午前５時

5
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「ネットで招集」のご案内
https://s.srdb.jp/sony/
本招集ご通知の掲載内容をスマートフォン・タブレット端末から快適にご覧いただくための

「ネットで招集」をご用意いたしました。

   

▲

ソニーの様々なウェブサイトにアクセス 
いただけます。

1 開催概要 ・ 議案 ・ 事業報告 ・ ガバナンスの内容をご覧いただけます。

2 インターネットによるご意見・ご質問の受付
当社経営陣へのご意見・ご質問をお聞かせください。
株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、株主総会において取りあげさせて
いただく予定です。

受付期限
2020年６月19日（金曜日）

「ネットで招集」を経由せず直接アクセスする場合
 https://kabuhiro.jp/ 株主ひろば 検 索

＊お 名前・ご住所などの個人情報は記入されない
ようお願いいたします。
＊ご意見・ご質問の受付は、㈱アイ・アールジャパン
が運営するウェブアンケートシステムを利用
しています。

3 議決権行使ウェブサイトに直接アクセスいただけます。

「議決権行使」ボタンを押すと、
左記の画面において「読取」か 

「移動」ボタンが選択いただけます。
●「読取」ボ   タンを押すと自動で 

お持ちのカメラが起動しますので、
議決権行使書用紙の右下に記載
された「ログイン用 QR コード」
を読み取りください。

●「移動」ボタンを押した場合、議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

4 2020年の株主様特典についてご案内いたします。
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7

　株主総会参考書類   第１号議案 定款一部変更の件

 

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１． 変更の理由

　当社は、現在、グループ本社機能とエレクトロニクス事業の本社間接機能を有していますが、これらの機能を分離・
再定義し、当社をグループ本社機能に特化した会社とすることに伴い、2021年４月１日をもって商号変更を行う
ものです。なお、2021年４月１日以降、「ソニー株式会社」の商号は当社の完全子会社であるソニーエレクトロニクス
株式会社が承継することを予定しています。

２． 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりです。

（下線＿＿は変更部分を示しております。） 

現　行　定　款 変　更　案

第１章　総　則
第１条（商号）
当 会 社は 、ソニー株 式 会 社と称し、英 文では  S O N Y    
CORPORATIONと記載する。

（新設）

第１章　総　則
第１条（商号）
当会社は、ソニーグループ株式会社と称し、英文では SONY  
GROUP CORPORATIONと記載する。

附　則
第１条（商号）の変更は、令和３年４月１日をもって効力
を生じるものとする。ただし、当会社の取締役会が、令和 
３年３月31日までに開催される取締役会において、これと
異なる日を効力発生日とすることを決定した場合には、 
新たに決定された日をもって効力を生じるものとする。 
なお、本附則は、第１条の変更が効力を生じた日の経過を
もってこれを削除する。
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　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件

 

 
 
 
 
 

 

 
 

第２号議案　取締役12名選任の件
　取締役全員13名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定にもとづき新たに
取締役12名をご選任願いたいと存じます。
　取締役候補者は、11頁から22頁までに記載のとおりです。

取締役会の構成に関する方針
当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、取締役会の相当割合を、法令及び取締役会
規定に定める資格要件を満たす社外取締役が構成するよう指名委員会において取締役会の構成に関する検討を重ねて
います。そのうえで、指名委員会において、各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門性、国際性といった個人の資質や
取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性に加え、取締役会における多様性の確保、取締役会の適正規模、
取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進すると
いう目的に照らして適任と考えられる候補者を選定しています。
取締役の員数は、当社取締役会規定において10名以上20名以下としており、2005年以降、取締役会の過半数は社外取締役
により構成されています。

取締役の資格要件
当社が取締役に関して、取締役会規定に定める資格要件は次のとおりです。取締役候補者は、いずれも取締役共通の資格
要件を満たしており、また、取締役候補者12名のうち９名の社外取締役候補者は、社外取締役の追加資格要件を満たすと
ともに、東京証券取引所有価証券上場規程の定める独立役員としての届出を同取引所に対して行っています。
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取締役共通の資格要件 

●   ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと競合関係にある会社（以下「競合会社」）の取締役、監査役、
執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の３％以上の株式を保有していないこと。 

●  取締役候補に指名される前の過去３年間、ソニーグループの会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。 

● そのほか、取締役としての職務を遂行するうえで、重大な利益相反を生じさせるような事項がないこと。

社外取締役の追加資格要件 

● 取締役もしくは委員として受領する報酬・年金又は選任前に提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる
報酬以外に、過去３年間のいずれかの連続する12ヵ月間において12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニー
グループより直接に受領していないこと。 

● ソニーグループとの取引額が、過去３年間の各事業年度において、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の
２％又は100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超える会社の業務執行取締役、執行役、支配人
その他の使用人でないこと。

なお、再選のための社外取締役の指名委員会による指名は５回を上限とし、それ以降の指名は指名委員会の決議に加えて
取締役全員の同意が必要です。さらに、取締役全員の同意がある場合であっても、社外取締役の再選回数は８回までを限度
としています。
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　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件

取締役候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 取締役会への出席状況 （ご参考）

取締役候補者の就任予定（注1）

１ 再任 吉　田　憲一郎 100％（９回／９回） ■ 指名委員

２ 再任 十　時　裕　樹 （注２）100％（７回／７回） ―

３ 再任 社外 独立 隅　　　修　三 100％（９回／９回） 
■ 取締役会議長 
■ 指名委員会議長

４ 再任 Tim Schaaff
（ティム・シャーフ） 

100％（９回／９回） ■ 情報セキュリティ担当 

5 再任 社外 独立 松　永　和　夫 100％（９回／９回） 
■ 取締役会副議長 
■ 監査委員会議長 

6 再任 社外 独立 岡　　　俊　子 100％（９回／９回） ■ 監査委員 

7 再任 社外 独立 秋　山　咲　恵 （注２）100％（７回／７回） ■ 報酬委員

8 再任 社外 独立 Wendy Becker
（ウェンディ・ベッカー） 

（注２）100％（７回／７回） ■ 報酬委員会議長

9 再任 社外 独立 畑　中　好　彦 （注２）100％（７回／７回） ■ 指名委員

10 新任 社外 独立 Adam Crozier
（アダム・クロージア） 

― ■ 指名委員 

11 新任 社外 独立 岸　上　恵　子 ― ■ 監査委員 

12 新任 社外 独立 Joseph A. Kraft Jr.
（ジョセフ・クラフト） 

― 
■ 報酬委員 
■  情報セキュリティ担当

社外 …社外取締役候補者　　 独立 …東京証券取引所が定める独立性の要件を満たした独立役員候補者

（注１）上記の就任予定は、本総会終了後に開催される取締役会において決定される予定です。
（注２）十時 裕樹氏、秋山咲恵氏、WendyBecker氏及び畑中好彦氏は、前年の定時株主総会（2019年６月18日開催）において新たに取締役に選任されました

ので、取締役会の開催回数が異なります。
（注３）次頁以降の取締役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。
（注４）当社は、現在、社外取締役を含む非業務執行取締役に就任している７名の取締役候補者との間でそれぞれ責任限定契約を締結しています。また、新任の

社外取締役候補者であるAdamCrozier氏、岸上恵子氏及びJosephA.KraftJr.氏については、各氏の選任が承認された場合、当該契約を締結する予定
です。「責任限定契約の概要」については、52頁をご参照ください。

（注５）2019年度における各社外取締役の各委員会への出席状況については、57頁に記載の「社外取締役の活動状況」をご参照ください。
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候補者
番 号　 １吉田憲一郎

よし だ けん いち ろう 再任

取締役の現在の担当 ■ 指名委員
生年月日  1959年10月20日生（満60歳）
取締役在任年数 ６年 

■   取締役会への出席状況 100％（９回/９回）
所有する当社の株式数 175,000株

 

略歴及び重要な兼職の状況 

1983年４月 当社入社 

2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社 

2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 執行役員 

2005年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 代表取締役 執行役員社長 

2013年12月 当社執行役 EVP CSO 兼 デピュティ CFO 

2014年４月 当社代表執行役 EVP CFO 

2014年６月 当社取締役（現在） 

2015年４月 当社代表執行役 副社長 兼 CFO 

2018年４月 当社代表執行役 社長 兼 CEO（現在）

取締役候補者とした理由
ソニーグループ最高経営責任者（CEO）としてグループ経営全体を統括しており、指名委員会にて取締役候補者として決定
されました。

11 
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候補者
番 号２十時裕樹

と とき ひろ き 再任 

 

 

 

取締役の現在の担当 ―
生年月日  1964年７月17日生（満55歳）
取締役在任年数 １年 

■   取締役会への出席状況 100％（７回/７回）
所有する当社の株式数 29,600株

略歴及び重要な兼職の状況 

1987年４月 当社入社 

2002年２月 ソニー銀行㈱ 代表取締役 

2005年６月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（ 現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 
取締役 兼 執行役員専務 

2012年４月 ソネットエンタテインメント㈱ （現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務 

2013年４月 ソネットエンタテインメント㈱ 代表取締役 執行役員副社長 CFO 

2013年12月 当社業務執行役員 SVP 

2014年11月 ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO 

2015年６月 ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 会長 

2016年４月 当社執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱ 代表取締役 執行役員社長 

2017年６月 当社執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当 

2018年４月 当社代表執行役 EVP CFO 

2018年６月 当社代表執行役 専務 CFO（現在） 

2019年６月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由
CFOとして、本社機能において、経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、情報システム、
リスク管理、内部監査及びSOX404対応を担当しており、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。

12 

　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件
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候補者
番 号３隅 修三

すみ しゅう ぞう 再任 社外 独立

取締役の現在の担当  ■ 取締役会議長　■ 指名委員会議長
生年月日 194 7年７月11日生（満72歳）
取締役在任年数 ３年 

■  取締役会 への出席状況 100％（９回/９回）
所有する当社の株式数 3,700株

略歴及び重要な兼職の状況
1970年４月 東京海上火災保険㈱ 入社  

2000年６月 東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員  

2002年６月 東京海上火災保険㈱ 常務取締役  

2004年10月 東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役  

2005年６月 東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役  

2007年６月 東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長  

2013年６月 東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長  

2014年６月 ㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）  

2016年４月 東京海上日動火災保険㈱ 相談役（現在）  

2017年６月 当社取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
グローバル企業の経営者として培われた豊富な経験、経済産業界の各方面での取り組みを通じた幅広い見識を有しており、
指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
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 候補者
番 号　 ４Tim Schaaff

ティム・シャーフ 再任 

 

 

取締役の現在の担当  ■ 情報セキュリティ担当
生年月日  1959年12月５日生（満60歳）
取締役在任年数 ７年 

■   取締役会への出席状況 100％（９回/９回）
所有する当社の株式数 7,800株

略歴及び重要な兼職の状況 

1982年12月 New England Digital Corporation 入社 

1991年７月 Apple Computer, Inc. 入社 

1998年 Apple Computer, Inc. バイス・プレジデント 

2005年12月 Sony Corporation of America シニア・バイス・プレジデント 

2006年11月 当社技術開発本部副本部長 

2008年６月 Sony Media Software and Services Inc. プレジデント 

2009年12月 Sony Network Entertainment International LLC プレジデント 

2013年６月 当社取締役（現在） 

2015年７月 Intertrust Technologies Corporation チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）

取締役候補者とした理由
ソフトウェア技術及びネットワークサービスに関する専門性に加え、当社のネットワークサービス事業を率いた実績を有して
おり、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。なお、当社グループにおける勤務経験があるため、社外取締役の
要件には該当しません。

　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件
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候補者
番 号　 ５松永和夫

まつ なが かず お 再任 社外 独立 

取締役の現在の担当  ■ 取締役会副議長　■ 監査委員会議長
生年月日  1952年２月28日生（満68歳）
取締役在任年数 ６年 

■   取締役会への出席状況 100％（９回/９回）
所有する当社の株式数 4,500株

略歴及び重要な兼職の状況 

1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 

2004年６月 原子力安全・保安院長 

2005年９月 大臣官房総括審議官 

2006年７月 大臣官房長 

2008年７月 経済産業政策局長 

2010年７月 経済産業事務次官 

2012年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 特任教授（現在） 

2013年６月 高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在） 

2014年６月 当社取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在） 

2016年４月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長 

2017年１月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長（現在）

社外取締役候補者とした理由
経済産業省における職務を通じて培った、グローバルな産業界・行政分野における豊富な経験と深い見識を有しており、
指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
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候補者
番 号　 ６岡 俊子

おか とし こ

　
再任 社外 独立 

 
 
 

取締役の現在の担当  ■ 監査委員
生年月日  1964年３月７日生（満56歳）
取締役在任年数 ２年 

■   取締役会への出席状況 100％（９回/９回）
所有する当社の株式数 2,000株

略歴及び重要な兼職の状況 

1986年４月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社 

2000年７月 朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社 

2002年９月 デロイトトーマツコンサルティング㈱（ 現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル 

2005年４月 アビームM&Aコンサルティング㈱ （現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長 

2016年４月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー 

2016年６月 ㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）（2020年６月19日付で退任予定）
日立金属㈱ 社外取締役（現在） 

2018年６月 当社取締役（現在） 

2019年６月 ㈱ハピネット 社外取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
コンサルタントとしてM&Aを含む幅広い経営戦略立案経験を有すると同時に、会計事務所や社外取締役・監査役のキャリア
を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

＊岡俊子氏が社外取締役に就任している日立金属㈱は、2020年４月に、同社及び同社子会社の一部製品について、顧客に提出する検査成績書に不適切な数値
の記載が行われていた等の事実が判明したことを公表しました。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識していませんでしたが、以前から同社の
取締役会及び監査委員会においてコンプライアンスの観点から発言を行っており、当該事実の判明後は、事実関係の調査、原因究明及び再発防止に関する
提言を行っています。

　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件
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候補者
番 号　 ７秋山咲恵

あき やま さき え 再任 社外 独立

取締役の現在の担当 ■ 監査委員
生年月日  1962年12月１日生（満57歳）
取締役在任年数 １年
■   取締役会への出席状況 100％（７回/７回）
所有する当社の株式数 900株

略歴及び重要な兼職の状況
1987年４月 Arthur Andersen & Co.入社 

1994年４月 ㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長 

2018年10月 ㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在） 

2019年６月 当社取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役（現在）
オリックス㈱ 社外取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
国際的な経営コンサルタントを経て、産業用検査ロボット企業を創業し成長させた実績に加え、政府を含む様々な公的委員会
やワーキンググループの委員を歴任するなど豊富な経験を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定され
ました。
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候補者
番　号８Wendy Becker

ウェンディ・ベッカー 再任 社外 独立 

取締役の現在の担当  ■ 報酬委員
生年月日  1965年11月２日生（満54歳）
取締役在任年数 １年 

■   取締役会への出席状況 100％（７回/７回）
所有する当社の株式数 900株

　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件

 
 

略歴及び重要な兼職の状況 

1987年９月 Procter & Gamble Company ブランドマネジャー 

1993年９月 McKinsey & Company, Inc. コンサルタント 

1998年12月 McKinsey & Company, Inc. パートナー 

2008年２月 TalkTalk, The Carphone Warehouse Ltd. マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬委員 

2009年９月 Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー 

2012年９月 Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー 

2013年10月 Jack Wills Ltd. CEO 

2017年２月 Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在） 

2017年９月 Logitech International S.A. 社外取締役（現在） 

2019年６月 当社取締役（現在） 

2019年９月 Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長（現在）

社外取締役候補者とした理由
北米や欧州をベースとするコンサルティング業界での経験や通信・テクノロジー分野を含む様々な企業の経営者としての
実績を通じて、グローバルな企業経営に関する実践的・多角的な見識を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者と
して決定されました。
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候補者
番 号９畑中好彦

はた なか よし ひこ 再任 社外 独立

取締役の現在の担当 ■ 指名委員
生年月日  1957年４月20日生（満63歳）
取締役在任年数 １年
■   取締役会への出席状況 100％（７回/７回）
所有する当社の株式数 900株

略歴及び重要な兼職の状況
1980年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 

2005年６月 アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
2006年４月 アステラス製薬㈱ 執行役員 兼 Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼

Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO 

2008年６月 アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼 Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼
Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO 

2009年４月 アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
2011年６月 アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
2018年４月 アステラス製薬㈱ 代表取締役会長（現在）
2019年６月 当社取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
米国、欧州など海外での豊富な経験を有し、経営企画責任者として企業統合を実現するなど、グローバル企業の経営に
関する幅広い経験と高い知見を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
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　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件

候補者
番 号10 Adam Crozier 

アダム・クロージア 新任 社外 独立

取締役の現在の担当  ―
生年月日  1964年１月26日生（満56歳）
取締役在任年数 ―年 

■   取締役会への出席状況  ―
所有する当社の株式数 ―株

略歴及び重要な兼職の状況 

1995年１月  Saatchi & Saatchi Group Ltd. Joint CEO 

2000年１月  The Football Association CEO 

2003年２月  Royal Mail Group Ltd. CEO 

2010年４月  ITV plc CEO 

2017年４月 Whitbread Group plc 取締役会議長（現在） 

2018年12月 ASOS plc 取締役会議長（現在） 

2020年２月 Kantar Group Ltd. 取締役会議長（現在）

社外取締役候補者とした理由
メディア・エンタテインメント業界を含む多様な企業の変革と成長を実現した実績をはじめ、グローバルな企業経営に関する
実践的・多角的な知見を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
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候補者
番 号 11 岸上恵子

きし がみ けい こ 新任 社外 独立 

取締役の現在の担当  ―
生年月日  1957年１月28日生（満63歳）
取締役在任年数 ―年 

■   取締役会への出席状況  ―
所有する当社の株式数 ―株

略歴及び重要な兼職の状況 

1985年10月 港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 

1989年８月 公認会計士登録（現在） 

1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 

2004年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現 シニアパートナー） 

2018年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在） 

2019年６月 ㈱オカムラ 社外監査役（現在）

社外取締役候補者とした理由
公認会計士としての国内外の多様な企業での監査実務経験と内部統制に関する高い専門性に加え、ESGに関する知見を
有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。
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候補者
番 号 12 Joseph A. Kraft Jr.

ジョセフ・クラフト 新任 社外 独立 

取締役の現在の担当  ―
生年月日  1964年５月12日生（満56歳）
取締役在任年数 ―年 

■   取締役会への出席状況  ―
所有する当社の株式数 ―株

 

 

略歴及び重要な兼職の状況 

1986年７月 Morgan Stanley Inc. 入社 

2000年１月 Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター 

2007年４月 Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター 

2010年３月 Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター 

2015年７月  Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）

社外取締役候補者とした理由
長年にわたるグローバル金融・資本市場での豊富な実務経験にもとづく高い見識や多様な業界に対する幅広い知識や
ネットワークを有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

　株主総会参考書類   第２号議案 取締役12名選任の件
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第３号議案　ストック・オプション付与を目的として新株予約権を
発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の
取締役及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株
予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものです。
　なお、本議案に関し、当社の社外取締役には当該新株予約権は付与されません。

Ⅰ． 特  に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の 
募集をすることを必要とする理由
当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社
子会社の取締役及び従業員の受ける利益とを連動させる
ことにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を
高め、以って業績を向上させることを目的として、当社の
執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び
従業員に対して、新株予約権を発行するものです。

Ⅱ．本総会決議による委任にもとづき当社取締役会が募集
事項を決定することができる新株予約権（以下「本新株
予約権」という。）の発行要領

1  本新株予約権の数の上限　 

50,000個を上限とする。

　 2  本新株予約権と引換えにする金銭の払込み
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこと
とする。

3  本新株予約権の内容　 

　（１） 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式
とし、各本新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は100株とする。

な お、本新株予約権の目的である株式の総数は当社
普通株式5,000,000株を上限とし、下記（２）により
付与株式数が調整された場合は、 調整後付与
株式数に前記  1 記載の本新株予約権の上限数を
乗じた数を上限とする。

　（２） 付与株式数の調整
本総会決議の日後に、当社が当社普通株式につき
株式分割（無償割当てを含む。）又は株式併合を行う
場合、付与株式数は次の算式により調整されるもの
とする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合
の比率

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる
ものとする。

   　（３）本新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転
する株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」
という。）に付与株式数を乗じて得られる金額と
する。
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① 当初行使価額
 行使価額は、当初、以下のとおりとする。

 ● 行使価額を円建てとする場合
   本 新 株 予 約 権の割 当 日の前1 0 営 業 日（ 終 値 
（以下に定義する。）のない日を除く。）の各日にお
ける東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値（以下「終値」という。）の単純平均
の金 額（ １ 円 未 満の端 数は 切り上げる。）と 
する。ただし、その金額が、⒜本新株予約権の 
割当日の翌日に先立つ45営業日目に始まる30
営業日（終値のない日を除く。）の各日における 
終値の単純平均の金額（１円未満の端数は切り上
げる。）、又は⒝本新株予約権の割当日の終値 

（当該日に終値がない場合は、 それに先立つ 
直近日の終値）のいずれかを下回る場合には、 
そのいずれか高い金額とする。

  ● 行使価額を米ドル建てとする場合
   本新株予約権の割当日の前10営業日（終値の
ない日を除く。）の各日における終値の単純平均

（以下「基準円価額」という。）を、同10営業日の 
各日における東京の主要銀行が提示する米ドル
対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート

（以下「基準換算レート」という。）で換算した米 
ドル額（１セント未満の端数は切り上げる。）と 
する。ただし、基準円価額が、⒜本新株予約権の 
割当日の翌日に先立つ45営業日目に始まる30 
営業日（終値のない日を除く。）の各日における 
終値の単純平均の金額、又は⒝本新株予約権の
割当日の終値（当該日に終値がない場合は、 
それに先立つ直近日の終値）のいずれかを下回る

   
   

   
   

   
   

 

    
   

   

     

       

      

 
 

場合には、そのいずれか高い金額を基準換算
レートで換算した米ドル額（１セント未満の端数
は切り上げる。）とする。 

② 行使価額の調整
   本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通 
株式につき株式分割（無償割当てを含む。）又は
株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により
調整され、調整の結果生じる１円又は１セント 
未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

 上記  のほか、本新株予約権の割当日後に当社が 
他社と合併する場合、 会社分割を行う場合、 
資本金の額の減少を行う場合、その他これらの 
場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合に
は、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整 
されるものとする。

　

　
　

　
　

　

　

　（４） 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の割当日より１年を経過した日から、
当該割当日より10年を経過する日まで。

　（５） 本新株予約権の行使の条件 

① 各本新株予約権の一部行使はできないものと
する。 

② 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会
で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる
株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主
総会（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会）
で承認されたときは、当該合併、株式交換又は
株式移転の効力発生日以降本新株予約権は
行使することができない。

株主総会参考書類   第３号議案  ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件

24 



25

   

  

   

  

   

 

 

 25 

③   その他の権利行使の条件は、当社取締役会にお
いて決定するものとする。

（６） 本新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得条項は定めない。

（７）本新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金に関する
事項

①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
未満の端数が生じたときは、 その端数を切り 
上げるものとする。   

②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本準備金の額は、上記① 
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める
増加する資本金の額を減じた額とする。

（８） 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡 による本新株予約権の取得については、当社 
取締役会の決議による当社の承認を要するものと 
する。

（ご参考）

（１）過去に発行した新株予約権の状況については、
44頁以降の「新株予約権等の状況」に記載のとおり
ですが、中長期的な業績、ひいては株主価値向上を
めざすインセンティブとしての役割を十分に果たせる
よう、権利行使禁止期間（新株予約権の割当日
から１年間）を置くとともに、付与対象者との間の
割当契約において、行使可能数の制限（原則として
毎年付与数の３分の１ずつ解除され、付与日から
３年後に初めて全付与数が行使可能）や行使時に
おける在籍要件などの権利行使制限を設けて
います。今後発行されるストック・オプションに
ついても同様の権利行使禁止期間や権利行使
制限を設定する予定です。

（２） 本 新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 上 限 数 
（5,000,000株） は、2020年３月31日現在の 
発行済株式総数の0.40％、また、ストック・オプション
付与を目的として過去に発行した残存する新株 
予約権の未行使分の目的となる株式の上限数 
との合計（17,876,700株）は、同発行済株式総数の
1.42％に相当します。

以 上

株主総会参考書類 第３号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件
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Memo
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