
データ集

環境 (年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

製品1台あたりの年間消費電力量削減率
(2018年度比)

エレクトロニクス
製品 ％ - - 3.3%増加

温室効果ガス排出量
スコープ1 (直接排出)

全グループ 万トン-CO2 18.8 20.3 21.1

温室効果ガス排出量
スコープ2 (間接排出)

全グループ 万トン-CO2 118.8 89.9 98.4

温室効果ガス排出量
スコープ3 (その他の排出)

全グループ 万トン-CO2 1,487.0 1,688.3 1,616.0

購入した製品・サービス 全グループ 万トン-CO2 331.6 379.1 381.0

資本材 全グループ 万トン-CO2 129.6 100.9 101.6

スコープ1,2に含まれない燃料および
エネルギー関連活動 全グループ 万トン-CO2 9.5 17.3 17.3

輸送、配送 (上流) 全グループ 万トン-CO2 17.2 26.7 20.8

事業から出る廃棄物 全グループ 万トン-CO2 4.1 4.3 4.4

出張 全グループ 万トン-CO2 8.7 0.6 1.1

通勤 全グループ 万トン-CO2 12.5 5.1 5.2

リース資産 (上流) 全グループ 万トン-CO2  (対象外)  (対象外)  (対象外)

輸送、配送 (下流) 全グループ 万トン-CO2 0.3 0.3 0.5

販売した製品の加工 全グループ 万トン-CO2 0.4 0.5 0.5

販売した製品の使用 全グループ 万トン-CO2 957.0 1,140.3 1,072.5

販売した製品の廃棄 全グループ 万トン-CO2 13.7 11.7 9.4

リース資産 (下流) 全グループ 万トン-CO2  (対象外)  (対象外)  (対象外)

フランチャイズ 全グループ 万トン-CO2  (対象外)  (対象外)  (対象外)

投資 全グループ 万トン-CO2 2.4 1.6 1.6

事業所のエネルギー使用量 全グループ 万TJ 2.4 2.4 2.6

事業所からの温室効果ガス排出量 全グループ
万トン-CO2 137.6 110.2 119.5

トン-CO2/
百万円※1 0.167 0.123 0.120

再生可能エネルギー電力率 全グループ ％ - 6.6 14.6

製品輸送時のCO2排出量 全グループ 万トン-CO2 15.4 24.9 19.1

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

製品への資源使用量 エレクトロニクス
製品 トン 425,555 448,990 435,599

製品1台あたりの石油由来バージン
プラスチック使用量削減率

エレクトロニクス
製品 ％ - - 3.1

製品1台あたりのプラスチック包装材使用量
削減率

エレクトロニクス
製品 ％ - - 15.2

製品への再生プラスチック使用量※2 エレクトロニクス
製品 トン 15,243 17,571 21,301

事業所の廃棄物発生量 全グループ トン 48,186 51,362 51,615

うちプラスチック類廃棄物発生量 全グループ トン - 6,947 7,194

事業所の廃棄物原単位改善率 全グループ ％ - - 7.6％悪化

事業所の廃棄物リサイクル量 全グループ トン 47,198 50,359 50,558

事業所の廃棄物埋め立て率※3 全グループ ％ 0.7 0.5 0.5

使用済み製品の回収実績※4 エレクトロニクス
製品※5 トン 76,260 64,287 69,674

事業所の水使用量※6 全グループ 万m3 1,530 1,870 1,955

事業所の水使用量原単位改善率 全グループ ％ - - 1.7％悪化

事業所の排水量 全グループ 万m3 1,518 1,584 1,685

事業所のBOD排出量 全グループ トン 418 401 363

事業所のCOD排出量 全グループ トン 105 79 127

事業所のNOx排出量 全グループ トン 92 80 79

事業所のSOx排出量 全グループ トン 3 4 3

事業所の化学物質取扱量

クラス1物質

全グループ

トン 0.62 0.59 0.22

クラス2物質 トン 2,854 3,152 3,370

クラス3物質 トン 31,345 38,274 38,353

クラス4物質 トン 147,287 274,860 305,500

事業所における環境事故件数 全グループ 件 0 0 0

ISO14001認証取得済み事業所 全グループ 拠点数 97 94 91

※1 連結売上高原単位

※2 混合するバージンプラスチックや添加剤なども含むグロス値

※3 各地域の法律・行政指導などにより、やむを得ず埋め立て処分となる量などを除く

※4 2021年度の値は、2022年7月時点の集計値。2020年度数値は、過年度報告を修正

※5 地域により回収・集計している製品が異なる場合がある

※6 2019年度の値は水資源保全貢献量 (水涵養) を引いた値、2020年度以降の値は水資源保全貢献量 (水涵養) を引いていない値
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

社員数

全グループ※2

合計 名 111,700 109,700 108,900

(内、契約) 名 13,800 14,400 13,100

男性 名 71,900 70,700※3 70,500※3

女性 名 39,800 38,900※3 38,100※3

ソニー
グループ (株)

合計 名 2,726 2,973 2,839

(内、契約) 名 78 97 93

男性 名 2,113 2,226 2,140

女性 名 613 747 699

日本※2

合計 名 53,700 54,600 55,100

(内、契約) 名 6,200 6,600 6,700

男性 名 41,200 40,700 41,100

女性 名 12,500 13,900 14,000

海外※2

合計 名 58,000 55,100 53,800

(内、契約) 名 7,600 7,800 6,400

男性 名 30,700 30,000※3 29,400※3

女性 名 27,300 25,000※3 24,100※3

セグメント別社員数※2

合計 名 111,700 109,700 108,900

ゲーム＆ネットワークサービス 名 9,500 9,600 10,200

音楽 名 9,900 9,900 10,800

映画 名 8,400 8,000 8,100

エンタテインメント・テクノロジー＆
サービス 名 46,800 43,700 40,200

イメージング＆
センシング・ソリューション 名 15,800 16,800 18,100

金融 名 12,300 12,900 13,200

その他 名 3,200 2,800 2,300

全社 (共通) 名 5,800 6,000 6,000

(年度)

項目 範囲※1 単位 2020 2021

年齢構成別社員比率

ソニー
グループ (株)

合計
男性 ％ 74.9 75.4

女性 ％ 25.1 24.6

30歳未満
男性 ％ 10.0 9.9

女性 ％ 3.7 3.8

30～ 39歳
男性 ％ 19.0 18.6

女性 ％ 6.9 6.6

40～ 49歳
男性 ％ 25.1 25.5

女性 ％ 8.3 6.9

50～ 59歳
男性 ％ 18.8 19.2

女性 ％ 6.0 6.9

60歳以上
男性 ％ 1.9 2.1

女性 ％ 0.3 0.4

日本

合計
男性 ％ 74.8 74.8

女性 ％ 25.2 25.2

30歳未満
男性 ％ 8.8 9.2

女性 ％ 4.7 4.6

30～ 39歳
男性 ％ 16.5 16.4

女性 ％ 5.4 5.4

40～ 49歳
男性 ％ 24.3 23.4

女性 ％ 8.3 7.7

50～ 59歳
男性 ％ 21.7 22.0

女性 ％ 5.9 6.5

60歳以上
男性 ％ 3.4 3.9

女性 ％ 0.8 1.0

人材
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

職位別人員 ソニー
グループ (株)

合計

合計 名 2,726 3,017 2,865

男性 名 2,113 2,265 2,161

女性 名 613 752 704

女性比率 ％ 22.5 24.9 24.6

取締役※4

合計 名 11 10 8

男性 名 7 6 4

女性 名 4 4 4

女性比率 ％ 36.4 40.0 50.0

社内取締役

合計 名 2 2 2

男性 名 2 2 2

女性 名 0 0 0

女性比率 ％ 0.0 0.0 0.0

執行役員※5

合計 名 39 40 23

男性 名 36 37 20

女性 名 3 3 3

女性比率 ％ 7.7 7.5 13.0

部長相当職
以上

合計 名 152 170 181

男性 名 128 144 157

女性 名 24 26 24

女性比率 ％ 15.8 15.3 13.3

課長相当職
以上

合計 名 231 271 273

男性 名 194 227 228

女性 名 37 44 45

女性比率 ％ 16.0 16.2 16.5

係長相当職

合計 名 712 798 817

男性 名 632 683 694

女性 名 80 115 123

女性比率 ％ 11.2 14.4 15.1

その他

合計 名 1,579 1,726 1,561

男性 名 1,114 1,166 1,056

女性 名 465 560 505

女性比率 ％ 29.4 32.4 32.4

うち、
管理職総数

合計 名 422 481 477

男性 名 358 408 405

女性 名 64 73 72

女性比率 ％ 15.2 15.2 15.1

うち、
新規管理職
登用

合計 名 33 34 43

男性 名 28 30 36

女性 名 5 4 7

女性比率 ％ 15.2 11.8 16.3

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

女性社員比率

全グループ ％ 35.6 35.4 35.0

ソニーグループ (株) ％ 22.5 25.1 24.6

日本 ％ 23.3 25.5 25.4

海外 ％ 47.1 45.4 44.8

米国 ％ 36.8 38.2 38.9

中国大陸、香港地区 ％ 54.7 53.8 51.8

アジア・太平洋地域※7 ％ 57.6 53.4 54.2

欧州 ％ 37.0 36.3 35.6

その他※8 ％ 38.1 37.8 38.2

女性管理職比率※6 

全グループ ％ 28.3 28.4 30.1

ソニーグループ (株) ％ 15.2 15.2 15.1

日本 ％ 9.3 10.2 10.5

海外 ％ 36.9 37.4 39.3

米国 ％ 40.0 40.7 41.6

中国大陸、香港地区 ％ 34.9 38.8 37.9

アジア・太平洋地域※7 ％ 31.8 29.4 37.8

欧州 ％ 36.7 37.7 37.7

その他※8 ％ 36.6 37.4 38.1

平均勤続年数

全グループ

合計 年 11.6 12.0 11.9

男性 年 12.3 12.6 12.5※3

女性 年 10.2 10.7 10.7※3

ソニー
グループ (株)

合計 年 16.6 16.5 16.7

男性 年 16.4 16.3 16.6

女性 年 17.2 16.8 16.9

日本

合計 年 15.3 15.3 15.2

男性 年 15.3 15.3 15.3

女性 年 15.3 15.1 15.1

海外

合計 年 8.2 8.7 8.7

男性 年 8.2 8.8 8.8※3

女性 年 8.1 8.6 8.6※3
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

採用数

全グループ

合計 名 13,764 12,477 14,502

男性 名 8,323 7,532 8,722※3

女性 名 5,441 4,945 5,524※3

ソニー
グループ (株) ※9

合計 名 840 709 157

男性 名 694 588 103

女性 名 146 121 54

日本

合計 名 3,934 4,292 3,837

男性 名 2,546 2,758 2,628

女性 名 1,388 1,534 1,209

海外

合計 名 9,830 8,185 10,665

男性 名 5,777 4,774 6,094※3

女性 名 4,053 3,411 4,315※3

新卒採用競争倍率※9 ※10 ソニー
グループ (株)

男性 全体 倍 11.9 13.4 40.2

女性 全体 倍 18.0 19.0 40.3

男性 事務系 倍 31.2 42.6 45.9

女性 事務系 倍 31.9 36.8 61.4

男性 技術系 倍 9.1 10.2 37.3

女性 技術系 倍 8.7 9.4 17.5

離職率※11

全グループ

合計 ％ 10.6 7.2 8.4

男性 ％ 10.2 6.6 8.2※3

女性 ％ 11.6 8.6 8.8※3

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 2.8 1.7 1.9

男性 ％ 2.9 2.0 2.1

女性 ％ 2.5 0.7 1.4

日本

合計 ％ 3.8 2.9 3.0

男性 ％ 3.7 2.7 2.8

女性 ％ 4.2 3.7 4.1

海外

合計 ％ 18.3 12.3 14.5

男性 ％ 21.0 13.1 16.9※3

女性 ％ 15.2 11.3 11.5※3

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

社員一人あたりの人材育成投資額※12 ソニー
グループ (株)

円 19.6万 18.9万 20.4万

グループ内研修受講状況

プログラム数

全グループ

- 10,000 21,406

実施回数 回 - 19,200 46,845

受講者数 名 - 315,700 382,110

延べ受講時間 時間 - 1,262,000 1,472,974

プログラム数

日本※13

391 1,300 2,910

実施回数 回 927 3,200 11,159

受講者数 名 74,642 105,500 179,043

延べ受講時間 時間 215,803 499,400 568,662

プログラム数

海外

- 8,700 18,496

実施回数 回 - 16,000 35,686

受講者数 名 - 210,200 203,067

延べ受講時間 時間 - 762,600 904,312

障がい者雇用率※14

ソニー
グループ (株)

％ 2.81 2.83 2.87

日本 ％ 2.41 2.48 2.50

平均年次有給休暇取得日数

ソニー
グループ (株)

日 17.8 11.9 14.8

日本 日 15.5 11.8 13.2

平均年次有給休暇取得率

ソニー
グループ (株)

％ 79.5 52.6 65.6

日本 ％ 72.8 54.8 62.1

フレキシブル勤務制度導入率※15 日本 ％ 77 90 92
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

育児休職取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 17.0 12.1 16.1

男性 ％ 3.9 2.5 3.1

女性 ％ 100 96.3 100

日本

合計 ％ 25.0 25.3 21.4

男性 ％ 8.5 6.6 6.9

女性 ％ 98.9 98.9 96.4

育児休暇取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 61.4 45.5 65.2

男性 ％ 71.1 59.0 64.9

女性 ％ 0 0 66.7

日本

合計 ％ 58.3 45.1 37.6

男性 ％ 66.8 47.8 40.9

女性 ％ 20.2 34.8 21.7

育児短時間勤務取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 3.4 7.9 4.5

男性 ％ 0 0 1.3

女性 ％ 25.0 34.8 25.0

日本

合計 ％ 9.4 8.3 6.8

男性 ％ 4.1 0.3 0.2

女性 ％ 33.0 38.2 38.7

育児休職復職率※17

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 100 97.4 95.8

男性 ％ 100 90.9 100

女性 ％ 100 98.5 94.7

日本

合計 ％ 95.9 97.0 98.5

男性 ％ 98.7 96.4 99.3

女性 ％ 95.1 97.3 98.1

育児休職復職後定着率 ソニー
グループ (株)

合計 ％ - - 95.7

男性 ％ - - 100

女性 ％ - - 94.4

社員エンゲージメント
調査参加率 全グループ ％ 88 91 91

社員エンゲージメント
指標※18 全グループ ％ 85 88 89

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

労働災害統計※19 ※20

休業災害件数

グローバル

件 74
(11)

71
(18)

75
(6)

休業日数 日 1,526
(137)

1,211
(463)

1,209
(191)

度数率 ポイント 0.34 0.32 0.39

強度率 ポイント 0.0058 0.0044 0.0052

死亡件数 名 0 0 0

ISO45001認証取得拠点数※21 拠点数 拠点 10 12 27

※1 日本：ソニーグループ (株) を含む日本のソニーグループを対象

※2 100人未満を四捨五入

※3 性別の申請があった社員のデータを集計しており、男女社員の合計と社員総数は一致していない

※4 最新の数値はデータ集「ソニーグループ株式会社取締役構成」を参照

※5 取締役兼務者含まず

※6 いずれも各年度末3月31日時点のデータに基づく集計。なお、国・地域・法人により「管理職」の定義が異なる場合がある

※7 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区

※8 中近東、中南米、アフリカ、カナダ

※9  2019年度・2020年度は、ソニーグループ (株) 本籍社員として一括採用した合計値。入社後、グループ会社へ出向した社員を含む。

2021年度は、入社同日付グループ会社出向者を含まない

※10 ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト (正社員) のみ

※11 正規社員自己都合退職のみ

※12 ソニーグループ (株) 在籍ベース

※13 2019年度は、グループ共通研修のみを集計し、各社独自で実施した研修を含まない

※14 社員数101名以上のみ、特例子会社含む。2022年3月時点

※15 テレワーク、リモートワーク、在宅勤務などの総称

※16 当該年度の前年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、前年度および当該年度に制度利用した社員比率

※17 育児休職復職率は、2021年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率

※18 社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合

※19 2021年度対象事業所数は日本61事業所、海外121事業所

※20 請負社員も含む総計。( ) 内は請負社員の災害データ

※21 ISO45001認証取得対象拠点数：本社機能組織・製造・物流・R&D事業所 計50拠点
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(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

人権に関するe-ラーニング研修
受講割合

ソニーグループ (株) および
日本国内グループ会社 ％ 90 90 94

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン
受付件数 全グループ 件 約440 約370 407

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

コミュニティ活動費用※1 全グループ 億円 約26 約20 約35

新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金 全グループ 億円 - 約53 約16

Global Social Justice Fund 全グループ 億円 - 約16 約27

子ども向け教育プログラム 全グループ 延べ人数 名 約4,400 約6,100 約290,000※2

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

自社エレクトロニクス製造事業所
CSRセルフアセスメント実施数

自社
エレクトロニクス
製造事業所

社 14
(100%)

13
(100%)

12
(100%)

サプライヤーに対する
CSRアセスメント実施数

エレクトロニクス
製品の
サプライチェーン

調査票による
アセスメント 工場 105 564 796

書面での
改善指導 工場 5 86 94

リモート監査/
訪問評価 工場 8 6 39

紛争鉱物への対応 全グループ

特定された
製錬所数 326 305 339

うち、
RMAP準拠
もしくは
アセスメント
実施中の製錬
所数

270 252 255

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

コンスーマーAV関連商品の
修理サービス拠点数 エレクトロニクス

合計 拠点 3,900 3,862 3,458

日本 拠点 463 464 454

米国・カナダ 拠点 742 781 636

欧州 拠点 949 923 803

中国大陸・
香港地区 拠点 555 556 553

アジア・
太平洋地域※1 拠点 618 580 533

その他地域※2 拠点 573 558 479

(年)

項目 範囲 単位 2020 2021 2022

ソニーグループ株式会社
取締役構成※1

ソニー
グループ (株)

合計 名 12 11 10

社外取締役 名 9 8 7

うち女性 名 4
(33.3%)

4
(36.4%)

4
(40.0%)

うち外国籍 名 4
(33.3%)

4
(36.4%)

3
(30.0%)

ソニーグループ株式会社
役員構成※1 ※2

ソニー
グループ (株)

合計 名 42 (2) ※3 26 (2) ※3 26 (2) ※3

うち女性 名 3
(7.1%)

3
(11.5%)

3
(11.5%)

うち外国籍 名 6
(14.3%)

6
(23.1%)

6
(23.1%)

人権の尊重

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

責任あるサプライチェーン

品質・カスタマーサービス

コーポレート・ガバナンス

※1 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区

※2 中近東、中南米、アフリカ

※1 各年8月末時点

※2 会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員

※3 ( )内の数は、取締役兼任者数

※1 寄付金、協賛金、自主プログラム経費 (施設運用費など) のほか 、寄贈した製品の市場価格を含む

※２ 2021年度より、グローバルのソニーグループ各社で実施している教育プログラムの参加人数を掲載
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環境データ集計の方法 
および考え方

環境データ集計の対象範囲と期間および精度

集計期間 (2021年4月1日～ 2022年3月31日)

原則として上記期間の実績値を集計していますが、全体の集計結果に

対する影響が非常に小さい事業所の一部については見込み値を含んでい

ます。

集計範囲

■ 事業所データ

2022年3月31日時点でISO14001の認証サイト。原則的には、連結ベー

スのソニーグループ事業所のうち、全ての製造事業所、人員数100人以上

の物流拠点、および人員数1,000人以上の非製造事業所をISO14001認

証の対象としています。

■ 製品データ

ソニーグループにおいて生産され、ソニーグループ外へ販売された全製

品。アクセサリー、半製品、部品などの形態で販売されるものも含みます。

また、重量データには包装材の重量も含みます。

集計精度

■ 事業所データ

化学物質データ、環境コストデータは、集計対象の一部の事業所におい

て、データ精度が不十分のものがあります。

■ 製品データ

半製品、部品の一部、また海外で生産し、かつ販売を行う製品の一部に、

精度が不十分のものがあります。

温室効果ガスに関連するデータの集計方法と考え方

事業所の温室効果ガス排出量

事業所内のエネルギー起因 (電力、熱、燃料の使用) 、非エネルギー起因

(製造プロセス用、設備等での使用) をもとに集計しています。

■ エネルギー使用にともなうCO2排出量 (エネルギー起因)

各事業所での電力、熱および燃料 (車両等の燃料を含む) の使用量に、

CO2換算係数を乗じて算出しています。

なお、再生可能エネルギーの利用分 (証書を含む) については、CO2換

算係数をゼロとしています。

■ PFC類等の温室効果ガス排出量 (非エネルギー起因)

各事業所での温室効果ガスの排出量に、地球温暖化係数を乗じてCO2

量に換算しています。

地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の第6次評

価報告書による地球温暖化係数を使用しています。

■ CO2換算係数について

「電力」

日本：電力契約をしている電力会社の各年度に公表されている最新係数。

日本以外：電力契約をしている電力会社の各年度に公表されている最新

係数または国/地域ごとの最新係数。

「燃料および熱」

日本/日本以外：地球温暖化対策の推進に関する法律 (日本) に基づく係

数など

再生可能エネルギー電力率 (再エネ電力率) 

再生可能エネルギーによる発電、再生可能エネルギーにより発電された

電力の購入、再生可能エネルギーの証書やクレジットの購入による電力使

用量が対象となり、再エネ電力率は以下の計算式で算出しています。

再エネ電力率＝再エネ電力使用量÷事業所の全電力使用量×100

製品使用時のCO2排出量

製品使用にともなうCO2排出量は、今年度に販売した製品の想定され

る生涯の電力使用量にCO2換算係数を乗じて算出しています (今年度に

実際に使用時に排出されたCO2量ではありません) 。製品使用時CO2排

出量は、以下の式で算出しています。

今年度生じた環境負荷を算出するためには、過去に販売され、今年度

も引き続きお客さまの元で使用されているソニー製品の全電力使用量か

ら使用時CO2排出量を計算すべきだと考えます。しかし実際は過去の販

売製品全てについて、お客さまの元にどの程度残存しているかを把握する

のは困難です。そこでソニーでは、今年度発売した製品が廃棄されるまで

の生涯で使用すると想定される電力使用量をもとに製品使用時CO2排出

量を算出しています。

製品の年間動作時間、年間待機時間、使用年数については各種調査

データにもとづき算出しています。また、CO2換算係数は、電気事業低炭

素社会協議会 (日本) および国際エネルギー機関 (日本以外) が公表する

国/地域別の最新係数を使用しています。

動作時消費電力×年間動作時間

＋× × ×

待機時消費電力×年間待機時間

販売
台数

使用
年数

CO2

換算係数
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物流によるCO2排出量

ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品での国際間の輸送、お

よび、日本・米国・欧州・アジアなどの域内輸送が対象です。ただし、日本

国内については部品などの輸送を一部含みます。

物流によるCO2排出量は、主として輸送トンキロ (輸送重量×輸送距離) 

にCO2換算係数を掛けることで算出していますが、トラック輸送の一部に

ついては、燃費と輸送距離から求めた燃料使用量にCO2換算係数を掛け、

CO2排出量を算出しています。なお、船舶での国際間輸送に関しては、海

上用コンテナを含めた重量を輸送重量として用いています。

算出に用いるCO2換算係数については、国際間輸送にはGHGプロトコ

ルにより提供される排出原単位を用いており、また域内輸送には各地域

や国で提供される係数を優先して採用しています。たとえば、日本国内の

輸送に関しては、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」にもとづく

「貨物輸送量あたりの燃料使用量」の係数および「地球温暖化対策の推進

に関する法律」にもとづく「燃料の使用に関する排出係数」を参照していま

す。また、米国の輸送に関してはアメリカ合衆国環境保護庁 (EPA) の 

SmartWayTransport Partnershipの排出係数を参照しています。

社員の出張によるCO2総排出量

ソニーグループ株式会社および日本、欧州、北米のソニーグループ・エレ

クトロニクス関連会社社員の航空便を使用した出張のうち、その大半を占

める集中管理分、また、アジアのエレクトロニクス関連会社の一部を集計

対象としています (日本、北米については音楽系関連会社分を一部含む) 。

CO2排出量は、出張者数と出張距離を乗じたものに、GHGプロトコルによ

り提供される搭乗クラス別のCO2排出原単位を乗じて算出しています。

資本財によるCO2排出量

ソニーグループが投資した設備などの製造にともなうCO2排出量を集

計しています。設備等に投資した金額に環境省 (日本) が公表する資本財

の価格当たり排出原単位を乗じて算出しています。

カテゴリー区分 算定概要

カテゴリー 1 購入した製品・サービス ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の原材料・部品および購入した物品の資源採取段階から製造段階
までの排出量、および一部のデータセンター利用にともなう排出量

カテゴリー 2 資本財 ソニーグループが投資した設備などの製造にともなう排出量

カテゴリー 3
スコープ1,2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動 ソニーグループの事業所で使用した燃料やエネルギーの調達にともなう排出量

カテゴリー 4 輸送、配送 (上流) ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品や購入した部品の輸送、およびそれらの製品の保管にともなう排出量

カテゴリー 5 事業から出る廃棄物 ソニーグループの事業所で発生した廃棄物の処理にともなう排出量

カテゴリー 6 出張 日本、欧州、北米を中心としたソニーグループ・エレクトロニクス関連会社社員の出張 (航空機) にともなう排出量

カテゴリー 7 通勤 ソニーグループ従業員の通勤にともなう排出量

カテゴリー 8 リース資産 (上流) 対象外 (他カテゴリーに算入)

カテゴリー 9 輸送、配送 (下流) ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品について、販売店から消費者までの配送にともなう排出量

カテゴリー 10 販売した製品の加工 ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される加工にともなう排出量

カテゴリー 11 販売した製品の使用 ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される生涯の電力消費にともなう排出量

カテゴリー 12 販売した製品の廃棄 ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定されるリサイクル・廃棄処理にともなう排出量

カテゴリー 13 リース資産 (下流) 対象外

カテゴリー 14 フランチャイズ 対象外

カテゴリー 15 投資 ソニーグループの主な投資先での事業活動にともなう排出量

スコープ3の算定概要
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資源に関連するデータの集計方法と考え方

事業所廃棄物発生量

事業所から発生する産業廃棄物、一般廃棄物の総重量。

事業所廃棄物埋め立て量

事業所で発生した廃棄物のうち、埋め立て処分された重量。

水使用量・取水量・排水量

■ 水使用量

事業所で使用した水 (上水道、工業用水、井戸水) の使用量。上水道、

工業用水は購入量で代用しています。

■ 取水量

水使用量に加えて、社外で再生された水、雨水の使用量が含まれてい

ます。

■ 排水量

事業所で発生した河川への排水量および下水への排水量。排水量が把

握できない事業所については、水使用量にソニーグループ全事業所の平

均排水比率 (排水量/水使用量) を乗じた数値で補正しています。

製品資源投入量

製品、アクセサリー、取り扱い説明書、包装材に用いられる資源の総重

量。製品の総出荷重量で代用しています。

製品再資源化量

製品回収量に再資源化率を乗じた量。製品回収量は、日本・東アジア、

欧州、北米、パンアジア、中南米でのリサイクル重量です。これはリサイク

ル費用などからの算出を一部含みます。また再資源化率は、回収されたも

ののうち資源として再利用される割合です。現状では、使用済み製品の回

収量で代用しています。

その他の環境データの集計方法と考え方

化学物質取扱量・排出量

クラス3については年間取扱量が100kg以上、クラス4については年間

取扱量が1,000kg以上の物質を報告対象にしています。

■ 化学物質の取扱量：

事業所における化学物質の使用量。把握できない場合は購入量で代用

しています。

■ 化学物質の排出量

オペレーションにともなって化学物質を事業所から環境中へ出す量。お

もに取扱量に係数を乗じて算出しています。

水質汚濁物質排出 (BOD、COD) 量

排水濃度に排水量を乗じた量。法的要求および契約などその他の要求

がある事業所が対象。

大気汚染物質排出 (NOx、SOx) 量

排気濃度に排気量を乗じた量。法的要求および契約などその他の要求

がある事業所が対象。
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独立保証報告書

環境データの第三者保証について

ソニーでは、2001年度から、報告内容に対する信頼性の確保および環

境マネジメントの継続的改善への活用を目的に、環境データの第三者検

証を受けています。2003年度からは、ソニーグループ・グローバル環境マ

ネジメントシステムの外部監査機関でもあるビューローベリタス (BV) グ

ループに第三者検証を依頼しています。2021年度は、環境データ収集・

集計・報告プロセスの信頼性、集計データから導かれた結論の妥当性など

について、製造事業所、非製造事業所、設計開発部門、およびソニー本社

での第三者検証が行われました。なお、温室効果ガス排出量については、

2011年度よりISO 14064-3に則って検証しています。

独立保証報告書

独立保証報告書 (全文) ［PDF：211KB］

 

 

独立保証報告書 

 

ソニーグループ株式会社 殿 
 
 
ビューローベリタスジャパン株式会社（以下、ビューローベリタス）は、ソニーグループ株式会社（以下、ソニー）

の委嘱に基づき、ソニーによって選定されたサステナビリティ情報に対して限定的保証業務を実施した。この

保証報告書は、以下に示す業務範囲内に含まれる関連情報に適用される。 
 
選選定定情情報報 
限定的保証業務における我々の業務範囲は、「サステナビリティレポート 2022」（以下、レポート）に記載された、
又は内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された、2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで
の期間の、以下の情報（‘選定情報’）に対する保証に限定される。 

1) ソニーグループにおける 2022年 3月 31日時点での ISO14001認証サイトの事業活動に伴う、以下
の環境活動実績データ 
・温室効果ガス排出量（スコープ 1 及びスコープ 2）： エネルギー起因排出量と非エネルギー
起因排出量 
・エネルギー使用量（車両燃料を含む） 
・再生可能エネルギー由来電力使用率 
・水使用量、排水量 
・水質汚濁物質（BOD、COD）排出量 

2) ソニーによって決定された各カテゴリーの算定範囲における、スコープ 3（カテゴリー4、6、11）の温室
効果ガス排出量 
カテゴリー4： 物流に伴う CO2排出量 (*1) 
カテゴリー6： 社員の出張に伴う CO2排出量 (*2) 
カテゴリー11： 製品使用時の電力消費に伴う CO2排出量 
(*1) ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品の国際間輸送、および日本・米国・欧州・アジアなど

の域内輸送が対象。但し、日本国内については部品の輸送を一部含む。 

(*2) ソニーおよび日本、欧州、北米、中国のソニーグループ・エレクトロニクス各社社員の航空便を使用

した出張のうち、その大半を占める集中管理分が対象。（日本、北米については音楽系関連会社分

を一部含む。） 

 
報報告告規規準準 
レポート内に含まれる選定情報は、レポートに記載された報告規準と共に読まれ理解される必要がある。 
内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された選定情報は、ソニーによって策定された内部報告

規準と共に読まれ理解される必要がある。 
 
限限定定とと除除外外 
以下に関する情報のいかなる検証も、我々の業務範囲からは除外される。 
・定められた検証期間の外での活動 
・選定情報として挙げられていない、レポート内の他の情報 

限定的保証は、リスクに基づいて選択されたサステナビリティデータのサンプルと、これに伴う限界に依拠して

いる。この独立報告書は、存在するかもしれないすべての誤り、欠損、虚偽表示を検出するための根拠とされ

るべきではない。 
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