
コーポレート・
ガバナンス

重要と考える理由

ソニーグループ株式会社 (以下、「当社」) の歴史は、 展開する事業や地

域、さらには資金調逹の方法が多様化していく中、いかに効果的にグルー

プを経営していくかを考え続け、ガパナンスを進化させてきた歴史でもあ

ります。その経緯から、当社にとってのコーポレートガバナンスは、単に法

律上の要請や社会のトレンドに対応するものではなく、中長期的な企業価

値の向上を目指した経営を推進するための基盤であり、極めて重要なも

のと捉えています。

ソニーグループのPurpose (存在意義) を実現し、企業としてサステナ

ブルな成長を果たしていくために、現在は、「経営の客観性と透明性・健

全性の確保」と「迅速な意思決定の実現」をテーマに効果的なグループ経

営の実現に継続的に取り組んでいます。

基本的な考え方

当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企業価値

の向上を目指した経営を推進するための基盤として、コーポレート・ガバ

ナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、

次の2つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り

組んでいます。

(i)   執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、

監査および報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高

い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。

(ii)  取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について

決定するとともに、執行役を含む上級役員 (ソニーグループの経営に

おいて重要な役割を担う者) に対して、それぞれの責任範囲を明確に

した上で業務執行に関する決定権限を大幅に委譲することにより迅速

な意思決定を可能にする。

体制

前述に照らして、当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を経営

の機関設計として採用するとともに、業務執行の監督機関である取締役

会の執行側からの独立性の確保、取締役会での活発な議論を可能にする

ための適正な規模の維持、各委員会のより適切な機能の発揮などに関す

る独自の工夫を追加しています。

これまでの取り組み

1961年 米国預託証券 (ADR) 発行、US-GAAPベースの連結決算導入

1970年 ニューヨーク証券取引所上場、四半期決算導入

1971年 社外取締役選任開始

1997年 執行役員制導入

2003年 委員会等設置会社移行

2005年 取締役会の過半数を社外取締役に

2015年 分社化の推進

2021年 ソニーグループ株式会社の発足

マネジメントアプローチ
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経営方針、経営戦略など
その他事業運営にかかる
方針

経営機構の概要

当社の中期経営計画や年度事業計画を含むソニーグループの経営の基

本方針は、当社取締役会規定に基づき、CEOを中心とする経営陣の考え

を踏まえて取締役会にてさまざまな観点から十分に審議した上で決定し

ています。ソニーのPurpose & Values (存在意義と価値観) 、グループ中

期経営方針、各セグメントの事業戦略、創業者の理念その他関連情報に

ついては、以下のページをご参照ください。

ソニーについて

経営方針

事業説明会

創業者の理念とサステナビリティの考え方

設立趣意書

また、サステナビリティに関する理念および方針、計画や取り組みなど

については、以下のページをご参照ください。

サステナビリティの考え方

環境

人権の尊重

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

当社は、法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締

役会、および取締役会に選定された取締役からなる指名・監査および報酬

の各委員会、ならびに取締役会で選任された執行役を設置しています。な

お、当社では、グループ全体を統括するCEO (最高経営責任者) 、およびソ

ニーグループの経営において重要かつ広範な本社機能を所管する者を執

行役としています。また、CEOを含む執行役およびソニーグループの経営

において重要な役割を担う者を上級役員としています。なお、当社の経営

陣につき、経営における役割や責任の大きさに応じて上席事業役員、専

務、常務、執行役員などの職位を付与しています。

役員一覧

監督

執行機能

株主総会

取締役会
監督機能

CEO、執行役を含む上級役員

その他の役員 (執行役員等)

報酬委員会指名委員会 監査委員会

内部監査部門

会計監査人

権限委譲

報酬決定等

報酬決定

委員会メンバーの選定・解職

監査

監査
監査報告 報告 監督・評価

連携
執行役を含む上級委員の

選解任等・権限委譲

取締役の
選解任議案の決定

会計監査人の
選解任議案の決定

選解任

取締役の選解任

※ 執行役およびソニーグループの経営において重要な役割を担う者を上級役員としています。
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取締役会

構成員：10名 (うち社外取締役7名) 2022年7月31日現在

氏名 役職／経歴 在任年数

所属委員会／アサインメント 経験・専門性

監査委員 指名委員 報酬委員
情報

セキュリティ
担当

企業のCEO／
経営トップ

グローバル
ビジネス

多様性
(性別／国籍)

エンジニア
リング／

IT／
テクノロジー

当社事業／
関連業界の
経験

財務／会計 リスク
管理／渉外

吉田 憲一郎 代表執行役　会長 兼 社長 CEO 8年 ― ● ● ● ●※2 ● ●

十時 裕樹 代表執行役　副社長 兼 CFO 3年 ― ● ● ● ●※2 ● ●

隅 修三※1

(取締役会議長) 
東京海上日動火災保険株式会社　相談役 5年 議長 ● ● ● ●

(金融)
● ●

畑中 好彦※1

(取締役会副議長)
元　アステラス製薬株式会社　代表取締役会長 3年 ● ●

●
(ヘルス
ケア)

● ●

ティム・シャーフ
(非業務執行取締役) 

元　Intertrust Technologies Corporation　チーフ・プロダクト・オフィサー 9年 ● ● ●
●

(IT/ソフト
ウェア)

●

岡 俊子※1 明治大学　専門職大学院　グローバル・ビジネス研究科　専任教授 4年 議長 ● ● ● ●

秋山 咲恵※1 株式会社サキコーポレーション　ファウンダー 3年 ● ● ● ●
●
(IT/

デバイス)

ウェンディ・ベッカー※1 Logitech International S.A.　取締役会議長
Oxford Nanopore Technologies plc　社外取締役 3年 議長 ● ● ●

●
(通信/
民生品)

●

岸上 恵子※1 公認会計士
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン　理事 2年 ● ● ● ●

ジョセフ・クラフト※1 Rorschach Advisory Inc.　CEO 2年 ● ● ●
(金融)

● ●

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。

※2 業務執行取締役の吉田憲一郎氏および十時裕樹氏は、ソニーグループの各事業に関する包括的な知見を有し、ソニーグループ全体の経営戦略の策定およびその実行において重要な役割を担っています。
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目的・権限

●ソニーグループの経営の基本方針などの決定
●当社の経営陣から独立した立場でのソニーグループの業務執行の監督
●各委員会メンバーの選定・解職
●執行役の選解任および執行役以外の上級役員の選解任状況の監督
●代表執行役の選定・解職

なお、取締役会における決議事項や報告事項については、当社取締役

会規定に定めているとおりです (取締役会規定の別表ご参照) 。

ソニーグループ株式会社取締役会規定［PDF:254KB］

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、法令およ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。その上で、指名委員会において、各人

のこれまでの職歴、経験、実績、各領域での専門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

におけるジェンダーや国際性を含む多様性の確保、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目指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8名以上14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。

取締役の資格要件および再選回数制限

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。2022年6月28日時点での在任取締役は、いずれも同日時点におい

て以下の取締役共通の資格要件を満たしており、また、社外取締役につい

ては、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。

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。
●  その他、取締役としての職務を遂行する上で、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・年金または選任前に提供を

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カ月間において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%または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。

社外取締役に関する事項

当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊

富な経験や幅広い見識、専門的知見に基づく経営に関する活発な意見交

換および議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果た

すとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄

与することを期待しています。かかる期待を踏まえた独立社外取締役を

含む取締役候補の選任方針・手続については、上記のとおりです。なお、

2022年6月28日現在、取締役会は10名の取締役で構成されており、その

うち7名が社外取締役です。また、取締役会議長は社外取締役が務めてお

り、指名委員会、監査委員会および報酬委員会はいずれも、委員全員が社

外取締役です。

上級役員の選解任方針・手続

当社では、CEOを含む執行役およびソニーグループの経営において重

要な役割を担う者を上級役員としています。

取締役会は、CEOを含む上級役員の選解任および担当領域の設定に関

する権限またはそれらに関する報告を求める権限を有しており、それらの

権限を必要に応じて随時行使するものとしています。

CEOを含む執行役の選任にあたって、取締役会は、指名委員会が策定

するCEOに求められる要件やCEO以外の執行役候補が当社の業務執行

において期待される役割などに照らして望ましい資質や経験、実績を有し

ているかの議論、検討を行った上で、適任と考えられる者を選任していま

す。また、執行役以外の上級役員については、その選解任状況に関する報

告を受けています。

また、CEOを含む上級役員の任期は1年としており、その再任にあたっ

ても直近の実績も踏まえて同様の議論、検討、決定、監督を行います。な

お、任期途中であっても、取締役会や指名委員会において必要と認める

場合、執行役の職務継続の適否について検討を開始し、不適格と認めた

場合には、随時、交代、解任を行います。
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目的・権限

●株主総会に提出する取締役の選解任議案の決定
●  CEOが策定する、CEOおよび指名委員会が指定するその他の役員の後

継者計画の評価

なお、取締役の選解任議案については、取締役会の構成に関する方針

や取締役の資格要件および再選回数制限を踏まえて決定しています。こ

れらの詳細については、以下のページをご参照ください。

取締役会

指名委員会の構成に関する方針

指名委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役と

するともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしています。

なお、指名委員の選定および解職は、指名委員会の継続性にも配慮して

行っています。2022年6月28日現在、3名の委員全員が社外取締役です。

後継者計画について

経営陣のサクセッション
ソニーでは、CEOのサクセッションをグループの持続的な価値創出を実

現するための重要な取り組みのひとつとして位置づけています。CEOのサ

クセッションプランの内容については、独立社外取締役のみで構成される

指名委員会が、 CEOに求められる要件に基づく後継者候補についてCEO 

を含む執行側と議論を重ねたうえで審議・評価し、その結果を取締役会に

報告しています。また、指名委員会では、 CEOに加え、各事業や本社機能

において重要な経営責任を担う上級役員のサクセッションプランについて

も、CEOを含む執行側から報告を受け、評価しています。

CEOサクセッションプランの具体的なプロセス
CEOのサクセッションにおいては、多様なビジネスを有するソニーを束

ねて経営するCEOに求められる要件を定義するとともに、ソニー内部での

候補者に加え、ソニー外部の候補者も検討することで、両者の比較を通じ

てより客観的に後継者候補を評価しています。ソニー内外の候補者の探

索は年間を通じて継続的に実施し、そこから候補者を絞り込み、将来的な

登用の可能性を踏まえて、指名委員会での議論・評価を重ねています。な

お、後継者候補の選定にあたっては、次期CEOへの承継までの時間軸を

想定し、短期および中長期の視点でそれぞれの候補者の検討を行ってい

ます。

監査委員会

指名委員会

構成員：3名 (うち社外取締役3名)

構成員：3名 (うち社外取締役3名)

氏名 役職

隅 修三 指名委員会議長 (社外取締役) 

畑中 好彦 指名委員 (社外取締役) 

Wendy Becker 指名委員 (社外取締役) 

氏名 役職

岡 俊子 監査委員会議長 (社外取締役) 

岸上 恵子 監査委員 (社外取締役) 

ジョセフ・クラフト 監査委員 (社外取締役) 

目的・権限

●取締役・執行役の職務執行の監査
●会計監査人の監督

監査委員会の構成に関する方針・監査委員の資格要件

監査委員会は、右記の要件を全て満たす取締役3名以上で構成され、そ

の過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選

定されることとしています。また、監査委員は、適切な経験・能力および必

要な財務・会計・法務に関する知識を有する者より選定するものとしてい

ます。なお、監査委員の選定および解職は、監査委員会の継続性にも配慮

して行っています。
●  当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役、会計参与、支配人

またはその他の使用人でないこと。
●  当社に適用される米国証券関連諸法令に定める“Independence”要

件またはこれに相当する要件を充足すること。

また、監査委員のうち少なくとも1名は、当社に適用される米国証券関

連諸法令に定める“Audit Committee Financial Expert”要件またはこれ

に相当する要件を充足しなければならないとし、当該要件を充足するか

否かは取締役会が判断しています。2022年6月28日現在、3名の委員全

員が社外取締役であり、うち岡俊子および岸上恵子の2名は米国証券取

引所法に定める“Audit Committee Financial Expert”に相当する者で

す。また、岡俊子は企業経営および会計に関する幅広い見識を、岸上恵子

は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専門性を

有しており、2名とも財務および会計に関する相当程度の知見を有してい

ます。

会計監査人の選解任議案の決定・会計監査人の
独立性などに関する考え方

監査委員会は、CEOその他の執行役から推薦される会計監査人候補に

ついて、推薦理由の妥当性を評価した上で、候補の決定を行っています。

また、監査委員会は、選任された会計監査人の独立性、資格要件および適

正性、ならびに業務内容について継続的に評価を行っています。監査委員

会の活動に関する詳細については以下のページをご参照ください。

監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および状況

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ

経営方針、経営戦略などその他事業運営に
かかる方針

経営機構の概要

内部統制体制

株主その他ステークホルダーとの関係

コーポレート・ガバナンス

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

品質・カスタマーサービス
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目的・権限

●取締役、執行役その他の役員の個人別報酬の方針の決定
●  報酬方針に基づく取締役および執行役の個人別報酬の額および内容の

決定ならびに執行役以外の上級役員の個人別報酬の額および内容の

決定状況の監督

報酬委員会の構成に関する方針

報酬委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役と

するとともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしていま

す。また、CEO、COO (最高業務執行責任者) およびCFO (最高財務責任者) 

ならびにこれに準ずる地位を兼務する取締役は報酬委員となることがで

きないものとしています。なお、報酬委員の選定および解職は、報酬委員

会の継続性にも配慮して行っています。2022年6月28日現在、3名の委

員全員が社外取締役です。

役員の報酬などの額またはその算定方法の決定に関する方針

上述のとおり、取締役および上級役員の個人別の報酬などの内容の決

定に関する方針は、報酬委員会が決定することとされており、報酬委員会

によって定められた当該方針は次のとおりです。

取締役報酬について

取締役の主な職務がソニーグループ全体の経営に対する監督であることに鑑み、グローバル企業であるソニーグループの経営に対する監督機能の向上

を図るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の取締役として確保するとともに、その監督機能を有効に機能させることを取締役の報酬決定に関する

基本方針としています。なお、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給していません。

この基本方針を踏まえて、取締役の報酬の構成を下表のとおりとしています。各報酬項目の水準および構成比については、第三者による国内外企業経営

者の報酬に関する調査に基づき、前述の方針に沿って適切に設定しています。

報酬委員会

構成員：3名 (うち社外取締役3名)

氏名 役職

ウェンディ・ベッカー 報酬委員会議長 (社外取締役) 

秋山 咲恵 報酬委員 (社外取締役) 

畑中 好彦 報酬委員 (社外取締役) 

報酬の種類 概要

定額報酬
●  第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査などを参考に、職責および人材確保の処遇競争力の観点から適切な報酬と
なるよう設定

株価連動報酬
(譲渡制限付株式)

●  株主との価値共有を一層促進することおよび健全かつ透明性のある経営の仕組みの構築・維持に対するインセンティブとして、譲
渡制限付株式を付与

●譲渡制限付株式は、譲渡制限期間は取締役在任期間中とし、原則として、退任時に譲渡制限を解除

株式退職金

●  在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを取締役に付与し、退任時にその累積数に当社普通株式の株価 (終値) を乗
じて算出される金額を支給

※ 2017年度以降については、取締役向けの株式退職金を譲渡制限付株式に置き換えており、2017年度から2021年度は新規のポイント付与
を実施していません。

GRIスタンダード対照表
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上級役員の報酬について

上級役員がソニーグループまたは各事業の業務執行の中核を担う経営層であることにかんがみ、会社業績の一層の向上を図るため、グローバルな観点

で優秀な人材を当社の経営層として確保するとともに、短期および中長期の業績向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを上級役員の報

酬決定に関する基本方針としています。

この方針を踏まえて、上級役員の報酬の基本的な構成を下表のとおりとしています。各報酬項目の水準および構成比については、業績および株主価値へ

の連動を重視し、第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査に基づき、担っている職責に応じて適切に設定しています。

報酬の種類 概要

定額報酬
●  第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査などを参考に、職責および人材確保の処遇競争力の観点から適切な報酬と
なるよう設定

業績連動報酬

●  中長期および支給対象事業年度の経営数値目標の達成を目指すインセンティブとして有効に機能するよう適切な仕組みや指標を
設定 

●  具体的には、以下の (1) および (2) それぞれの指標の達成度を支給額決定の基礎とし、その達成度を踏まえて、標準支給額に対し、
原則0%から200%の範囲で支給額を変動させる
(1)  支給対象年度における、連結調整後EBITDA、調整後EPS (1株当たり当社株主に帰属する当期純利益) などの連結または各事
業の業績に関する指標 (以下「業績関連指標」) のうち、担当領域に応じて設定された指標の達成度

(2) 担当領域に関する個人業績の達成度
●  上記 (2) の個人業績の評価指標の一部には、事業間連携での価値創造を加速するための取り組み、社会価値創出およびESG (環
境・社会・ガバナンス) の観点からのサステナビリティに関する取り組みおよび社員意識調査によるエンゲージメント指標を含む

●  業績連動報酬の標準支給額は、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) 全体の内、
適切な割合となるよう設定

株価連動報酬(ストック・オプショ
ンおよび譲渡制限付株式)

●  中長期的な株主価値向上を目指すインセンティブとして、ストック・オプションおよび譲渡制限付株式を付与
●  ストック・オプションは、原則として、割当日から1年経過後より、毎年3分の1ずつ行使可能数の制限を解除 (割当日から3 年後に
全付与数が行使可能) 

●  譲渡制限付株式は、原則として、対象者に株式を付与した事業年度にかかる株主総会日から3年後に、譲渡制限を解除 
●  基本的な方針として、グループ全体への経営責任・影響度がより大きい上級役員ほど、個人別報酬に占める株価連動報酬の比率
が高くなるよう設定 (「ご参考：長期視点を促す役員報酬構成」参照) 

●  株価連動報酬は、それぞれの職責に応じ、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) と株価連動報酬額の合計額
に対して適切な割合となるよう設定

株式退職金
●  在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを対象となる上級役員に付与し、退任時にその累積数に当社普
通株式の株価 (終値) を乗じて算出される金額を支給

株価連動報酬に関して、2022年6月30日の当社報酬委員会において、

譲渡制限付株式ユニットの導入が決議されました。本制度の導入による

株価連動報酬のさらなる活用により、ソニーグループの企業価値向上に対

する貢献意欲を高め、以てソニーの業績を向上させることを目指します。

譲渡制限付株式ユニットの詳細については、以下のプレスリリースをご参

照ください。

譲渡制限付株式ユニット (RSU) による事後交付型株式報酬制度の
導入に関するお知らせ

(ご参考：長期視点を促す役員報酬構成)

2021年度の執行役の報酬構成は以下のとおりです。業績連動報酬に

ついては、標準支給額を用いています。株価連動報酬については、ストッ

ク・オプションの2021年度の付与日時点の1株当たりの公正価値および

譲渡制限付株式の2021年度の発行価額を用いて算出しています。その

ため、実際の支給額を反映した報酬構成は、下記のグラフとは異なります。

CEO 13% 13% 74%

14% 14% 72%

18% 11% 71%

27% 16% 57%

CTO

その他執行役

CFO

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬

(%)

0 20 40 60 80 100

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬
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ソニーの第四次中期経営計画においてグループ全体での成長性を高め

るべく、最も重視する経営指標とされている調整後EBITDAを指標として

設定しました。また、株主価値・資本効率を意識するインセンティブとして

機能させるべく、調整後EPSも指標として設定しました。

業績関連指標のうち、2021年度の調整後EBITDAの目標値については、

第四次中期経営計画の目標数値である、2021年度からの3年間において

4.3兆円の調整後EBITDAの創出を目指すべく、報酬委員会がインセンティ

ブとして有効に機能すると判断した数値が設定されました。また、2021

年度の調整後EPSの目標値については、2021年度の当社株主に帰属す

る当期純利益見通しとして2021年4月に公表した数値である6,600億円

を、2021年度期首希薄化後発行済株式総数で除した523.2円が目標値

として設定されました。

なお、2021年度の業績関連指標の実績は、調整後EBITDAが1兆5,979

億円 (当社株主に帰属する当期純利益は8,822億円) 注) 3、調整後EPSが

640.2円注) 4であり、それぞれ目標値を上回る結果となりました。

2021年度の執行役の業績連動報酬は、上記の、執行役の業績連動報

酬支給額の算定式に記載のとおり、担当領域に応じて設定された業績関

連指標の達成度、および担当領域に関する個人業績の達成度を支給額決

定の基礎とし、それぞれの達成度を踏まえ、標準支給額に対し、原則0%か

ら200%の範囲で決定されました。その結果、2021年度における、各執行

役に対する業績連動報酬の支給額は、標準支給額に対して、167.8%～

178.5%の範囲でした。

※  2021年度の当社が非経常的と判断する損益の詳細については、当社の2021年度有

価証券報告書「第2 事業の状況　1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等『第四

次中期経営計画 数値目標とその進捗』」に記載のとおりです。詳細は、以下をご参照

ください。

2021年度有価証券報告書

※1 標準支給額：定額報酬の60%～ 100%の範囲で設定

※2  業績連動報酬支給率：担当領域に応じて設定された業績関連指標の達成度および

担当領域に関する個人業績の達成度により、原則0～ 200%の範囲で決定

また、2021年度において執行役に主に適用された業績関連指標、配分、

目標値および実績は以下のとおりです。

＝ ×
執行役の

業績連動報酬
支給額

業績連動報酬
支給率※2

0～ 200%
標準支給額※1

評価指標 評価
ウェイト 2021年度目標値 (連結)

2021年度実績 
(連結)

連結調整後
EBITDA注) 1 50%

2021年度からの3年間
において4.3兆円の調整
後EBITDA (以下に定義
する。) の創出を達成す
べく設定された数値

1兆5,979億円注) 3

調整後EPS注) 2 50% 523.2円 640.2円注) 4

2021年度 
(億円)

当社株主に帰属する当期純利益 8,822

非支配持分に帰属する当期純利益 62

法人所得税 2,291

金融収益・金融費用に計上される支払利息 (純額) 76

金融収益・金融費用に計上される資本性金融商品の再評価益 
(純額) 

△662

減価償却費・償却費 (コンテンツ資産に含まれる繰延映画製
作費およびテレビ放映権ならびに繰延保険契約費の償却費を
除く)

4,704

EBITDA 16,617

当社が非経常的と判断する損益※ △638

調整後EBITDA 15,979

役員の報酬などの額またはその算定方法の決定方法

上記報酬方針に基づいた、取締役および上級役員の個人別報酬支給額

および内容は報酬委員会により、またはその監督のもとで決定されてい

ます。

具体的には、原則、毎年、定時株主総会開催日後に開催される報酬委

員会において、取締役および執行役の各個人の当該事業年度における報

酬の基本支給額および内容を決定し、対象事業年度終了後に開催される

報酬委員会において、取締役および執行役について最終的な報酬支給額

を決定しています。また、執行役以外の上級役員については、報酬委員会

による監督のもとで決定されています。

なお、業績連動報酬については、各上級役員について、業績連動報酬の

標準支給額ならびに業績関連指標 (各指標の配分含む) および個人業績

の目標が設定され、執行役については対象事業年度終了後に開催される

報酬委員会において、また執行役以外の上級役員については報酬委員会

による監督のもとで、それぞれ当該目標の達成度に応じて支給額を決定し

ています。

2021年度も同様の手続に基づき、取締役および上級役員の個人別報

酬支給額は報酬委員会により、またはその監督のもとで決定されています。

2021年度における執行役に対する業績連動報酬にかかる指標の目
標および実績

2021年度における執行役の業績連動報酬の標準支給額は、定額報酬

に対して60%～ 100%の範囲で各執行役の職責に応じ設定しました。執

行役の業績連動報酬支給額の算定式は以下のとおりです。

注) 1  調整後EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 

＝当社株主に帰属する当期純利益＋非支配持分に帰属する当期純利益＋法人所

得税＋金融収益・金融費用に計上される支払利息 (純額) －金融収益・金融費用

に計上される資本性金融商品の再評価益 (純額) ＋減価償却費・償却費 (コンテン

ツ資産に含まれる繰延映画製作費およびテレビ放映権ならびに繰延保険契約費の

償却費を除く) －当社が非経常的と判断する損益

 2  EPS (Earnings Per Share) は、1株当たり当社株主に帰属する当期純利益を意味

します。調整後EPSは、当社株主に帰属する当期純利益に対し、当社が非経常的と

判断する損益を調整した調整後当社株主に帰属する当期純利益を用いて計算さ

れます。

 3  2021年度のIFRSに基づく当社株主に帰属する当期純利益と調整後EBITDAの調

整については、以下の表をご参照ください。
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注4)  2021年度の調整後EPSの実績値は、2021年度の調整後の当社株主に帰属する当

期純利益の実績値を、当該年度の希薄化後加重平均株式数で除して算出していま

す。2021年度のIFRSに基づく希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する

当期純利益と調整後EPSの調整については、以下の表をご参照ください。

2021年度

希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する
当期純利益※1 億円 8,823

当社が非経常的と判断する損益 (法人所得税および
非支配持分にかかる調整を含む) ※2 億円 △813

調整後希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰
属する当期純利益 億円 8,011

希薄化後加重平均株式数※1 千株 1,251,260

調整後EPS 円 640.2

※1  希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する当期純利益と希薄化後加重平均

株式数については、当社の2021年度有価証券報告書「第5 経理の状況」連結財務

諸表注記『26．基本的及び希薄化後EPSの調整表』に記載のとおりです。詳細は、以

下をご参照ください。

2021年度有価証券報告書

※2  当社が非経常的と判断する損益にかかる税引前利益までの項目合計638億円から、

これらの項目にかかる税効果150億円および非支配持分の調整9億円を減算し、一

部の日本の会社における繰延税金資産に対する以前に計上した評価減の戻入れに

ともなう法人所得税の減額334億円を加算した金額です。当社が非経常的と判断す

る損益の詳細については、当社の2021年度有価証券報告書「第2 事業の状況　1 

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等『第四次中期経営計画 数値目標とその

進捗』」に記載のとおりです。詳細は、以下をご参照ください。

2021年度有価証券報告書

取締役、取締役会および各委員会を支える活動・施策

当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現を担保

するために、さまざまな活動を行い、施策を講じています。主な活動・施策

などは以下のとおりです。

社外取締役による活動

代表執行役を兼務しない取締役から選任された取締役会議長が、取締

役会の運営を主導するとともに、上級役員とのコミュニケーションや社外

取締役間の連携を図っています。その具体的な取り組みのひとつとして、

社外取締役間の情報交換、認識共有を目的とした社外取締役会を原則と

して取締役会の開催日と同日に開催しています。

また、社外取締役による事業内容や経営課題の理解の促進、戦略議論

の充実などを目的として、経営陣との戦略ワークショップ、取締役会議長

とCEOとの打ち合わせなどを複数回実施しています。

事務局などの設置

取締役会における建設的な議論、活発な意見交換や各取締役の活動を

支援するため、取締役会事務局および各委員会事務局を設置しています。

各事務局は、取締役会や各委員会における議論に必要な資料を各取締

役に対して事前に配布するとともに、経理情報、組織図、プレスリリース、

外部のアナリストレポートや信用格付けレポートなどの情報についても随

時提供しています。取締役会・各委員会の前には、資料の事前配布および

議案の事前説明を行うとともに、案件によっては、臨時の説明会を開催し、

取締役に詳細を説明しています。また、当日欠席した社外取締役に対し

て、後日、取締役会・各委員会において決議された内容などの説明を適宜

行うこととしています。さらに、各事務局は、会議の開催頻度や各回にお

ける議題数が適切に設定されるよう、年間の開催スケジュールや想定さ

れる審議項目を事前に各取締役に共有しています。

必要な情報の提供など

取締役から必要な情報の提供を求められた場合には、各事務局がその

提供に努めるとともに、円滑な情報提供が実施できているかどうか適宜

確認しています。なお、取締役の役割・責務 (委員としての役割・責務を含

む) を果たすために必要な費用 (外部専門家の助言を受けることや、各種

セミナーへの参加費用など) については社内規程に基づき当社が負担す

ることとしています。

監査委員会補佐役の設置

監査委員会の職務執行を補佐するため、監査委員会の同意のもと、取

締役会決議により監査委員会補佐役を置いています。監査委員会補佐役

は、ソニーグループの業務の執行にかかわる役職を兼務せず、各監査委員

の指示・監督のもと、自ら、あるいは関連部門と連携して、監査の対象と

なる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必要に応じて監査委員会を

補佐して実査・往査を行っています。

取締役に対するトレーニング

当社は、新任取締役に対して、就任後速やかに、担当の上級役員または

外部専門家により、取締役や委員として求められる役割と責務 (法的責任

を含む) を主軸に置いたオリエンテーションを実施し、さらに、当社の事業・

財務・組織・体制などに関するオリエンテーションを実施しています。また、

就任後においても、社内規程に基づきコンプライアンスに関する研修を行

うとともに、会社の事業などに関する状況を含め、その役割と責務を果た

すために必要な知識について、提供し、更新する機会を設けています。
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取締役会および各委員会の実効性評価の実施

実効性評価に関する当社の考え方

当社は、ソニーグループの企業価値向上を目指した経営を推進すべく、

継続的に取締役会および各委員会の機能および実効性の向上に取り組む

ことが重要であると考えています。この取り組みの一環として、当社は、

原則として年に1回以上、かかる実効性評価を実施しています。

直近の実効性評価

取締役会は、前回の実効性評価の結果を踏まえた対応が適切になされ

ていることを確認した上で、主に2021年度の活動を対象とした実効性評

価を2022年2月から5月にかけて実施しました。なお、今回の実効性評

価は、前回と同様に、取締役会議長による主導のもと、評価自体の透明性

や客観性を確保することと専門的な視点からのアドバイスを得ることを

目的として、国内外のコーポレート・ガバナンスに高い知見を持つ外部専

門家による第三者評価も取得した上で、実施しました。

評価プロセス

まず、取締役会において、前回の実効性評価を踏まえた対応状況および

今回の実効性評価の進め方について審議・確認しました。

その上で、外部専門家による第三者評価を実施しました。その評価手法

は以下のとおりです。

●取締役会議事録などの資料の閲覧および取締役会への陪席
●取締役会・各委員会の開催・運営実務などに関する各事務局との確認
●  取締役会の構成、運営、取締役自身のコミットメント、各委員会の活動、

実効性評価の手法そのものなどに関する全取締役に対するアンケート

の実施
●  取締役会議長、各委員会議長、執行役を兼務する取締役その他一部の

執行役に対するインタビューの実施
●日本および欧米のグローバル企業との比較など

その後、取締役会が、当該外部専門家より第三者評価の結果について

の報告を受け、その内容を分析・審議し、取締役会・各委員会の実効性確

保の状況を確認しました。

評価結果の概要

外部専門家による第三者評価の結果として、取締役会は、取締役の自

己評価、日本・欧米のグローバル企業との比較などの諸点から、高く評価

されるべき構成および運営がなされている旨の報告を受けました。取締

役会としては、その報告内容を踏まえて実効性確保の状況について分析・

審議した結果、2022年5月時点において取締役会および各委員会の実効

性は十分に確保されていることを改めて確認しました。

なお、当該外部専門家からは、取締役会・各委員会の実効性をさらに高

めるために、他社事例も踏まえて検討対象となりうる選択肢として、取締

役相互の評価 (Peer Review) 、サステナビリティやリスク管理に関する取

締役会の関与と開示の強化、取締役後継 (Board Succession) にかかる

議論の深化などに関する案が例示されました。

評価結果などを踏まえた取り組み

当社は、ソニーグループの企業価値向上を目指した経営をさらに推進す

べく、今回の取締役会および各委員会の実効性評価の結果、ならびにか

かるプロセスの中で各取締役から提示された多様な意見や外部専門家か

ら提示された視点などを踏まえて、継続的に取締役会および各委員会の

機能向上に取り組んでいきます。

なお、2021年2月から4月にかけて実施した前回の実効性評価以降、

取締役会の実効性向上につながる取り組みとして主に以下を実施してい

ます。

●  ESG・サステナビリティに関する事項につき、取締役会に対する定期的

な報告を継続して実施
●経済安全保障および地政学にかかるリスクに対する監督の強化
●情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置
●社外取締役会のさらなる活用
●  取締役の経験・専門性 (スキルマトリックス) に関する開示のさらなる

拡充
●監査委員による事業所に対する往査を継続して実施

上級役員・その他の役員

上級役員  
(当社においては執行役、上席事業役員、専務および常務が相当)

員数：18名 (執行役6名を含む)

役員一覧

目的・権限
●職務分掌に従ったソニーグループの業務執行の決定および実行

取締役会からの権限委譲
取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他経営上特に重要な

事項について決定するとともに、グループ経営に関する迅速な意思決定を

可能にすべく、CEOを含む執行役の担当領域の決定および上級役員の範

囲の設定を行った上で、CEOに対して、業務執行に関する決定および実行

にかかる権限を大幅に委譲しています。CEOはさらに、当該権限の一部を

他の上級役員に対して委譲しています。

その他の役員 (当社においては執行役員が相当)

員数：8名

目的・権限
●  取締役会および上級役員が決定する基本方針に基づく、本社機能、研

究開発などの特定領域における担当業務の実行

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ

経営方針、経営戦略などその他事業運営に
かかる方針

経営機構の概要

内部統制体制

株主その他ステークホルダーとの関係

コーポレート・ガバナンス

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

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

133

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Data/officer.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Data/officer.html


会議体の開催状況

2021年度の1年間 (2021年4月1日～ 2022年3月31日) において、取締役会は10回、指名委員会は5回、監査委員会は6回、報酬委員会は6回開催されました。

取締役会への出席状況については、2021年度に在籍した社外取締役9名 (2021年6月に退任した松永和夫氏および2021年12月に退任したAdam Crozier氏を含む。) は、在任期間中に開催された2021年度の取締役会の全てに出

席しています。また、委員会に所属する2021年度に在籍した社外取締役は、在任期間中に開催された当年度の各委員会の全てに出席しています。

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

監査計画
決定

決算レビュー 決算レビュー 決算レビュー 決算レビュー 監査意見作成
監査報酬の確認

事業所往査

職務執行の監査 (マネジメントインタビュー )

実績レビュー (主に決算)

戦略ワークショップ／
中期経営計画レビュー

情報セキュリティ報告

年度事業計画レビュー

実効性評価

デジタルトランスフォー
メーションに関する報告

取締役候補の選任方針の整理

CEOサクセションプランレビュー

報酬方針を踏まえた各要素を決定 (KPI含む)
譲渡制限付株式の付与の決定

ストックオプションの
付与の決定

報酬方針などの検討・決定

業績連動報酬に関する評価・支給

取締役候補の検討、選定

取
締
役
会

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

書面報告取締役会・委員会の開催日

6月 10月 1月 4月

2021年度 取締役会・委員会の年間スケジュール
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内部統制体制

当社は、2006年4月26日開催の取締役会において、会社法第416条

第1項第1号ロおよびホに掲げる当社およびソニーグループの内部統制お

よびガバナンスの枠組みに関する事項 (損失の危険の管理に関する規程

その他の体制およびソニーグループの業務の適正を確保するための体制

を含む) につき、現体制を確認の上、かかる体制を継続的に評価し、適宜

改善することを決議しました。また、2009年5月13日および2015年4月

30日開催の取締役会において、かかる体制を改定・更新し、2022年5月

10日開催の取締役会において、現体制がかかる体制に沿っていることを

確認の上、引き続き継続的に評価し、適宜改善することを確認しました。

2022年5月10日開催の取締役会において確認された内容およびその運

用状況については、以下のウェブサイトで公開しています。

内部統制およびガバナンスの枠組みに関する取締役会決議およびその
運用状況の概要

上記取締役会決議などを踏まえた主な体制の概要についてはそれぞれ

以下をご参照ください。

財務報告にかかる内部統制

当社の財務報告にかかる内部統制は、財務報告の信頼性および国際財

務報告基準 (IFRS) に準拠した対外的な報告目的の財務諸表の作成に関

する合理的な保証を提供するために整備および運用されています。

また、当社は、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責任者に

より構成される組織横断的な運営委員会を設置しており、当該運営委員

会は、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・評価などのグローバ

ルな活動を監督・評価しています。そして、評価の結果、CEOおよびCFOは、

2022年3月31日時点におけるソニーグループにおける財務報告にかか

る内部統制は有効であるとの結論に至っています。

情報開示体制

当社は、公開会社であり、その株式は、日本および米国の証券取引市場

に上場されています。そのため、ソニーグループは、これらの国の証券関

連諸法・規則に従い、さまざまな情報を公開する義務を負っており、ソニー

グループは情報開示に関する全ての法令・規則を遵守していきます。また、

当社は、株主や投資家との信頼関係を醸成し、企業価値の最大化を図る

ために、適時かつ公正な情報開示を行うこと、正確な情報を分かりやすく

表現すること、開示情報の充実を図ることをIR活動の基本方針としてい

ます。これらを実現するための具体的な取り組みとして、「会社情報の適

時開示に関する統制と手続き」を構築しています。東京証券取引所、米国

証券取引委員会、その他の管轄機関への提出や届出、あるいはソニーグ

ループとして行うその他の情報公開に携わるソニー役員・社員は、情報開

示を、十分な内容で、公正、正確、適時かつ理解しやすく、また「会社情報

の適時開示に関する統制と手続き」に準拠したものにする必要がありま

す。かかる情報開示の過程において情報を提供するソニー役員・社員も

自己の提供する情報について同様の責任があります。

上記「会社情報の適時開示に関する統制と手続き」の一部として、主要

なビジネスユニット、子会社、関連会社および社内部署から潜在的重要事

項の報告を受け、ソニーグループにとっての重要性に照らして開示を検討

する仕組みを構築しています。この仕組みの設計・運営と適正な財務報

告の担保に関し、ソニーグループの本社機能の一部を所管する責任者によ

り構成される「ディスクロージャーコミッティ」という諮問機関が設置され

ており、CEOおよびCFOを補佐しています。

当社の会社情報の適時開示にかかる社内体制の状況については、当社

のコーポレートガバナンス報告書「Vその他2.その他コーポレート・ガバナ

ンス体制等に関する事項」もあわせてご参照ください。

コーポレートガバナンス報告書

リスク管理体制

ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署は、

それぞれの担当領域において定期的にリスクを検討・評価し、損失のリス

クの発見・情報伝達・評価・対応に取り組んでいます。

当社の執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、ソニーグ

ループに損失を与えうるリスクを管理するために必要な体制の整備・運用

を推進しています。

また、グループリスク管理を担当する執行役は、関連部門による活動を

通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整備・強化に取り組んでいます。

投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、例え

ば、「競合他社との競争激化による優位性および収益力の低下」「各国の

法規制を遵守するための新たなコストの発生」「各国の貿易制限、経済制

裁措置などによるグローバルな事業展開への影響」「長期性資産の減損損

失の計上」「新技術や配信プラットフォームの普及による消費行動の変化」

などがあると考えています。

危機管理体制

リスク管理のひとつの側面は、危機が起こった際に適切に対応するこ

と、またそのような危機に対する適切な準備をすることにあります。ソニー

グループでは、ソニーグループが直面する問題に最も近いビジネスレベル

や事業レベルでの危機管理や事業継続活動が必要となります。いくつか

の問題は、ソニーグループ全体に大きな影響を及ぼす可能性があるため、

多様化するリスクに対して、当社は、ソニーグループ全体での横断的な対

応を必要に応じて実行できるよう、グループ・クライシス・マネジメント体

制を敷き、ソニーグループとして迅速かつ適切な危機管理を行える仕組み

を構築しています。

GRIスタンダード対照表
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事業継続計画 (BCP：Business Continuity Plan) 
にかかる体制

ソニーグループでは、地震などの自然災害だけでなく、さまざまな事故

や災害などによる事業中断リスクを低減するため、各事業において、リス

クを特定・分析・評価し、サプライチェーン全体にわたるリスクマネジメン

ト強化の視点から事業継続計画の強化に取り組んできました。

2011年の東日本大震災やタイの洪水、2016年に発生した熊本地震に

おいて、エレクトロニクス事業にも大きな影響が発生しました。しかしながら、

これまでの事業継続対策を推進してきた経験を生かし、トップマネジメント

をはじめ全社一丸となって対応することができ、生産中断の影響を最小限

にとどめることができました。熊本地震の復旧活動で得た知見については、

日本の産業界全体の競争力強化とサプライチェーン強化に貢献するため、

業界団体を通じて関連企業や地元企業などと共有しました。また、これまで

の教訓を踏まえ、防災や減災および事業継続の観点から、各拠点において

事業中断リスクを低減するための取り組みを継続的に推進しています。

ソニーグループ株式会社では、ソニーグループの各事業の危機管理・事

業継続計画のレビューやソニーグループに重大な影響を及ぼすインシデン

ト・事業中断に備えた危機管理・事業継続の体制を整えています。その実

効性を高めるため、経営層および本社組織に、日本政府が想定している

自然災害などを前提条件とした訓練を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に対しても、ソニーグループ危機管理体制を

立ち上げ、社員らの安全確保や感染拡大防止を最優先にした上で、事業

への影響を最小限にとどめるための対応を迅速に行ってきました。一例と

して、国内をはじめとするアジア、ヨーロッパ、アメリカのグループ各社に

120万枚以上のマスクを輸送、インドのグループ会社には医療機器を支援

しました。独自のガイドラインに沿った対策の実施および備蓄品の支援な

どによる国内外での連携が事業継続につながっています。

さらに各事業においても、事業中断によるビジネスへの影響を極小化す

るために、危機管理・事業継続計画を策定・管理しています。その実効性

を高めるため、関連する会社、組織などが連携を図り、実践的な訓練を実

施するなど、事業継続および早期復旧の強化につながる取り組みを行っ

ています。

ソニーグループでは、事業継続計画を経営上の重要な施策と位置づけ、

今まで経験した大規模災害の対応も踏まえ、サプライチェーンのリスクマ

ネジメント強化など、有効かつ実践的な対応策を継続的に全社で取り組

んでいきます。

建物・設備に関する事業中断リスク低減の主な取り組み

地震への対策
熊本地震の教訓を踏まえ、従業員の安全確保に不可欠な耐震対策につ

いて、国内ソニーグループ会社を対象とした指針を定めました。指針策定

にあたっては、立地ごとに想定される地震波を見直した上で、シミュレー

ションに基づくリスク評価を改めて実施しています。指針で定める耐震対

策の対象には、建築躯体やユーティリティ設備だけでなく、天井材などの

非構造部材も含めることで、地震時の安全性向上を図っています。特に

優先度の高い安全対策については実施完了しています。

火災への対策
建物や設備の火災早期発見・延焼拡大防止などの仕様について、日本

国内の法令より厳しいソニーグループのグローバル指針を定めています。

この指針に基づき、国内外の製造事業所などでは毎年セルフチェックを行

うとともに、定期的に本社組織による現地調査を受けることで、適合性確

認を実施しています。これらを通じた課題抽出・改善計画立案などの

PDCAサイクルを確立することで、リスク低減を実現しています。

水害への対策
近年は気候変動の影響などから水害が増加傾向にあるため、事業拠点

の洪水リスク調査をあらためて実施し、被害軽減および早期復旧のため

の事前対策を講じています。

事業中断リスク低減の推進事例

半導体製造事業所：免震構造の導入・火災リスク低減の取り組み
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジー

センターでは、2021年から順次竣工している増設棟において、ソニーグ

ループの製造事業所としては初めて、免震構造を採用しました。この免震

システムは、複数の免震装置を組み合わせたハイブリッド免震構造で、地震

動対策と半導体工場に必要不可欠な微振動制御を同時に実現しています。

また、同増設棟においては、建物・設備の仕様をソニーグループのグロー

バル指針に適合させることで、火災リスク低減を実現しています。例えば、

火災の早期検知や火災の延焼防止として、NFPA規格※などに準拠したス

プリンクラー、超高感度煙検知システム、外壁・排気ダクトの不燃化、特高

受電変圧器間の耐火壁設置などを行いました。

※  NFPA規格：NFPA (National Fire Protection Association：全米防火協会) が策定し

ている防火に関する規格

半導体製造事業所：地震動予測システムの導入
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社では、2018年ま

でに、主要な事業所への地震動予測システム設置を完了しました。このシ

ステムは、地震の初期微動 (P波) を検知し、主要動 (S波) の大きさを予測

することで、主要動到達前に重要な半導体生産装置を安全に停止させ、

装置や製品を保護することを可能にします。直下型地震にも対応可能な

システムとするため、自社の事業所を中心とする観測点と周辺観測点を

ネットワークで接続することで、より早く・より精度の高い震度予測を実現

しています。

半導体製造事業所：水害対策の取り組み
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社では、各事業所の

洪水災害想定リスクに対してシミュレーションなどから災害影響度評価を

実施し、重要設備などの被害軽減対策 (止水板設置など) を順次行ってい

ます。

ハイブリッド免震構造
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情報セキュリティ

多くの企業と同様、ソニーグループは急速に巧妙化するサイバーセキュ

リティ上の脅威に直面しており、情報セキュリティの重要性は増し続けて

います。近年、グローバル企業が保有する情報の侵害を狙う悪意のある

第三者は、その数が増えているだけでなく、攻撃方法はより高度になって

きています。こうした現状に対応し、お客様の信頼に応え続けるため、ソ

ニーグループは強固な情報セキュリティプログラムの維持および継続的な

強化に取り組んでいます。また、チーフ・インフォメーション・セキュリティ・

オフィサー (CISO) が主導し、グループ全体のガバナンス体制のもと、情報

セキュリティに対する取り組みを行っています。具体的には、潜在的リスク

の効果的な管理、情報保護のためのシステムや製品へのセキュリティ管理

の組み入れおよび役員・従業員やビジネスパートナーへの情報セキュリ

ティについての研修を実施している他、攻撃に速やかに対応できるよう24

時間365日体制でモニタリングおよび対応を行う専門チームの設置をして

います。

情報セキュリティのガバナンス

ソニーグループの情報セキュリティに対する取り組みは、国際的に認め

られた業界のベストプラクティスに基づく、グローバルな規定や基準に

則って実施されています。これらの規定は、情報セキュリティに対するソ

ニーグループの責任を明示し、役員および従業員が遵守すべき行動およ

び手順を定義するもので、情報システムへの不正アクセス、情報の漏えい、

改ざん、消失、破壊やその他のセキュリティリスクを防ぐことを目的として

います。さらに当社は、リスク、脅威および規制の変化に対応できるよう、

定期的にこれらの規定および基準の見直しと改訂を行っています。CISO

は、規定が世界中で適切に実施および遵守されているかをモニタリングし

ています。

CISOを長とする組織は、ソニーグループ各社の情報セキュリティの責任

者であるエグゼクティブ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー 

(EISO) と連携し、ソニーグループ全体の情報セキュリティ管理の整備を進

めています。EISOは、こうした規定および基準が効果的に実施されるよう

努めています。

情報セキュリティを強化するには、取締役会および役員レベルでの強力

なサポートとガバナンスが欠かせません。当社の取締役会および上級役

員は、サイバーセキュリティ上のリスクおよび情報セキュリティプログラム

について定期的に報告を受けています。当社の情報セキュリティ担当の取

締役が情報セキュリティ活動のレビューを頻繁に実施するとともに、CISO

は取締役会全体にも定期的に状況報告を行っています。当社の上級役員

および各グループ会社の役員もセキュリティ活動を定期的に確認し、各組

織内のリスク管理に積極的に取り組み、全ての社員が情報セキュリティへ

の高い意識を持った企業文化を確立する責任があります。ソニーグループ

各社は情報セキュリティ管理委員会を設置し、これらの責任を果たしてい

ます。

情報セキュリティの要となる従業員研修

ソニーグループは機密情報の保護に際して、従業員の役割を非常に重

視しています。情報セキュリティの脅威に対する従業員の意識を高めるた

め、全従業員に対して情報セキュリティをテーマとする年1回の研修を義

務付け、インシデント報告の方法や、リスク低減のために避けるべき行動

を学べるようにしています。また、フィッシング詐欺に関する研修も定期的

に実施し、電子メールを起因とするサイバー攻撃の特定および回避方法に

ついて従業員の理解度を確認しています。

モニタリングと対応措置

ソニーグループは、最先端の技術を備えた24時間365日体制のグロー

バルセキュリティオペレーションセンターを設置し、情報セキュリティイン

シデントの防止と管理を行っています。インシデント対応チームは、脅威に

関する情報の活用と分析、悪意ある行為のモニタリングと検知、速やかな

対応と対策、高度なフォレンジック (デジタル鑑識) などを通じて、ソニーグ

ループの情報インフラを防御しています。

新たな脅威に対する対策の強化

ソニーグループは、お客様、従業員、ビジネスパートナーを情報セキュリ

ティ上の脅威から守ることに全力を尽くしています。個人情報や、ソニー

グループ各社に託される情報を保護するため、新たな脅威に対する活動

の改善、コントロールおよびセキュリティの強化に継続的に取り組んでい

ます。そのため、情報セキュリティのプロフェッショナルや関連領域の専門

家を採用し、それらの人材に投資しています。
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監査委員会監査、内部監査、会計監査の
体制および状況

監査委員会監査体制・状況

監査委員会は、法令および取締役会の制定による監査委員会規定に基

づき、当年度に6回開催した監査委員会での審議、ならびに、各監査委員の

活動 (当社の執行役および使用人あるいは主要子会社の取締役・監査役・

使用人の職務執行についての確認もしくは報告の受領、事業所往査など) 

および監査委員会の職務を補助すべき使用人 (補佐役) に行わせる活動 

(重要な経営執行にかかる会議への陪席、執行役の決裁書類などの閲覧

など) を通じて、執行役および取締役の職務執行の監査を行いました。

監査委員会は、上記に加えて、内部監査部門およびソニーグループの内

部統制を担当する各部門と連携して行う「組織監査」を行っており、監査

委員会または適宜開催するその他の会議などを通じて上記各部門より定

期的に報告を受け、また必要に応じて調査の依頼をし、その経過および結

果について報告を受けています。なお、当事業年度において内部統制部

門との会合を11回、会計監査人との会合を12回行いました。

監査委員会はまた、会計監査人から当該会計監査人の品質管理体制、

独立性、職業倫理、専門性、監査の有効性および効率性などにつき報告を

受け、期初に監査計画の説明を受けた上でその内容を確認し、その報酬な

どに同意をし、四半期財務報告のレビューを含む期中および年度末の監

査の手続と結果についての報告を受け、その内容を評価するなどの方法

により、会計監査人の適格性および独立性を評価し会計監査人が行う監

査の相当性の評価を行いました。

内部監査体制・状況

当社の内部監査を行う組織としてリスク&コントロール部 (約30名) が

設置されています。リスク&コントロール部は、ソニーグループの主要関係

会社に設置された内部監査部門と連携の上、グローバルに統制の取れた

内部監査活動の遂行を目的として、ソニーグループとしての内部監査方針

を定め、グループの内部監査体制の整備・拡充に努めています。リスク&

コントロール部および各内部監査部門は、ソニーグループのガバナンスの

一翼を担う機能として、独立性と客観性を保持した監査を行うことにより、

グループにおける内部統制システムやリスクマネジメントの有効性などの

評価を行い、ソニーグループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イ

メージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しています。

リスク&コントロール部および各内部監査部門は、それぞれ担当する部

署・関係会社を対象に、年度初めに行われるリスク評価をベースに、当社

のマネジメントあるいは監査委員会からの特命事項も含め、年間の監査

計画を立案し、内部監査を実施しています。個別の内部監査は、予め定め

た監査手続に則り実施され、監査報告書発行後も、監査結果に基づく改

善計画が完了するまでフォローされます。

また、執行側の一機能でありながらも、客観的かつ公正不偏な内部監

査を遂行するため、その独立性を担保する仕組みとして、当社のリスク&

コントロール部の責任者の任免について、監査委員会の事前同意を要件

としています。

その上で、主要関係会社の内部監査部門の責任者の任免については、

リスク&コントロール部の責任者による事前同意を要求しています。

リスク&コントロール部は、監査の結果を監査報告書にまとめ、定期的

に監査委員会および担当上級役員の双方に対して報告しています。

また、リスク&コントロール部は、会計監査人に内部監査活動 (計画と

実績) の状況説明と監査結果の報告を定期的に行っており、内部監査計

画の立案時および内部監査を実施する際に適宜、会計監査人が発行した

監査報告書を活用しています。

会計監査の状況

当社は、2007年以降、PwCあらた有限責任監査法人との間で監査契

約を締結し、会計監査を受けています。当年度において当社の会計監査

業務を執行した、PwCあらた有限責任監査法人の公認会計士の氏名は以

下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員

木内仁志※、石橋武昭※、原田優子※、宍戸賢市※

※  連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載していま

せん。

ソニーの会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 98名、会計士試験合格者など 87名、その他 312名
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税務戦略の方針とガバナンス体制

税務方針

ソニーグループは、高い規範を持って、倫理的かつ誠実に事業活動を行

い、納税義務を果たしています。「ソニーグループ行動規範」は、事業活動

を行う各国・地域で適用される税法や関連規則および国際税務に関する

一般的に認められたルールやガイダンスを遵守することがソニーの基本

方針であることを定めています。ソニーは、その業務に関連するこれらの

税法と関連規則を、立法趣旨と併せて理解し、遵守します。

税務ガバナンス体制

このグローバルな税務方針に基づき、ソニーグループ各社は、ソニーグ

ループ全体の税務を統轄するGlobal Tax Office (GTO) のサポートのも

と、各社の事業に適用される税法や関連規制を理解し、遵守する責任が

あります。GTOのグローバル統括責任者は、ソニーグループ株式会社の税

務担当執行役員であり、同社の取締役であるCFOに直接報告しています。

税務に関する重要事項については、監査委員会に報告されています。

付加価値税、物品税などの取引税、関税、個人所得税およびその他の税

金は、各事業に関連する部門の財務責任者が最終的な責任を負っていま

す。GTOは、これらの部門の財務責任者と密接に連携し、重要な税務リス

クまたは誤りを認識した場合には、必要に応じて関連する税務当局とも確

認しながら、サポートを提供します。

税務プランニングに対する姿勢

ソニーグループは、複雑かつグローバルな環境において多様な事業活

動を行っており、税務マネジメントはひとつの重要な要素です。ソニーグ

ループは、事業目的と事業実態に沿って、納税者としての責任を踏まえた

適切な税務運営を行っています。ソニーグループは、税法の趣旨に反する、

租税回避や利益移転のみを目的とした取引は行いません。税務担当は、

事業提案の承認プロセスにおいて、税務面での影響が明確に理解される

よう適切な助言を行います。適用される税法を遵守し、ソニーグループの

ブランド価値を守るという義務を果たしていきます。

ソニーグループが事業活動を行う国や地域では、その地域への投資の

招致などの政策を目的として、一定の所得や費用に対して、特別な所得控

除、税額控除、免税などのさまざまな優遇税制が導入されることがありま

す。当社は、その優遇税制が、関連する基準を満たす全ての納税者にとっ

て幅広く利用可能であり、そのための要件が多様な事業目的と相反しな

い場合には、株主に対する義務としてそのような優遇税制を活用すべきと

考えています。

税務リスク

ソニーグループは、事業の意思決定プロセスを支援するために、専門的

かつ入念な分析と判断をもって税務リスクを評価します。また、必要に応

じて第三者の専門家の助言を求め、適切と判断される場合には関連する

税務当局へ相談し、解釈を求めることがあります。しかし、税法は必ずし

もその解釈が明確であるとは限らず、相違が生じることがあります。ソニー

グループは、税務処理の妥当性を注視し、事実関係や税法の検討結果に

基づき、その処理の妥当性が認められない可能性がより高いと考えられ

る場合には、然るべき会計基準に則り税金費用を計上しています。

税務当局との関係

ソニーグループは、税務当局に対し真摯に対応し、良好な関係の維持に

努めています。税務当局の質問に対する回答の全てにおいて、ソニーグ

ループが理解している事実を誠実かつ正確に説明しています。

透明性

当社は、日本の税法に従って国別報告事項を毎年作成・提出するととも

に、ソニーグループが事業活動を行う国や地域の税法に従って事業概況

報告事項を作成・提出しています。

GTOレポーティングライン

ソニーグループ株式会社
CFO

GTOグローバル統括責任者
ソニーグループ株式会社 税務担当執行役員

ニューヨーク／
ロサンゼルス ロンドン シンガポール 東京

GTOは、税務リスクを適切に認識し、管理し、報告するための一連のプ

ロセスおよび統制を導入しています。これには、各社の経理・財務チーム

との定期的な情報共有、文書化された業務レビューのプロセス、税務申告

書作成およびレビューに携わる社員のための定期的な研修、GTOのグ

ローバル統括責任者への定期的な報告が含まれます。
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株主その他
ステークホルダーとの関係

イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求する

ことが、ソニーグループの企業としての社会に対する責任の基本をなすも

のです。ソニーグループは、その事業活動が、直接、間接を問わず、さまざ

まな形で社会に影響を与えており、そのため健全な事業活動を営むため

には、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他

の機関を含むソニーグループのステークホルダーの関心に配慮して経営

上の意思決定を行う必要があると認識しています。ソニーグループの役

員・従業員は、このことを踏まえて、ソニーグループの事業を遂行するよう

努力するものとしています。

株主との対話方針について

当社は、株主や投資家の皆様との信頼関係を醸成し、企業価値の最大

化を図るために、適時かつ公正な情報開示を行うこと、正確な情報を分か

りやすく表現すること、開示情報の充実を図ることをIR活動の基本方針と

しています。

かかる基本方針のもと、IR活動を担当する執行役として、取締役会の

決議によりCFOを指定し、CFOのもと、IR担当部署が株主および投資家の

皆様との建設的な対話の促進に取り組んでいます。IR担当部署では、その

取り組みの一環として、投資家説明会、経営方針説明会および 事業説明

会など個別面談以外の対話の手段・機会の充実に向けた施策の実施、株

主や投資家の皆様との対話を補助するために必要な情報を当社内で収集

するための連携の実現、対話において把握した株主や投資家の皆様の意

見・懸念の検討、ならびにそれらに関する担当執行役・取締役会への適切

なフィードバックの実施などを行います。

また、株主や投資家の皆様との対話にあたっては、インサイダー情報を

伝達しないことをその方針とし、伝達する内容については、IR担当部署が、

事前に法務などの関連部署や外部専門家と適宜確認することとしていま

す。

当社の「情報開示に関する統制と手続き」やIR活動の詳細については、

以下のウェブサイトをご参照ください。

情報開示体制

投資家情報

株主総会の運営

株主総会の運営に関する当社の考え方は以下のとおりです。

株主総会の基本方針

当社は以下2つの株主総会の基本方針を掲げ、株主が発言しやすい環

境づくりに努めています。

●  株主総会当日に出席できない株主が、できる限り多く議決権を行使で

きるようにする。
●  株主総会当日に出席した株主と経営陣との直接のコミュニケーション

を図る。

株主総会日については、会場確保の都合により変動しますが、集中日の

1週間前を目処に設定しています。また、総会前日までの議決権行使にお

ける賛否の内訳を当日の議案採決の際にスクリーンに表示するなど、透

明性の高い株主総会運営に努めています。

さらに、 2021年からは株主総会ライブ中継 (ハイブリッド参加型バー

チャル株主総会) を実施するとともに、2022年はライブ中継を視聴してい

る株主の方からのコメント受け付けも実施しています。

株主総会における権利確保のための取り組み

四半期ごとに株主構造を把握することにより、株主の権利の適切な行

使に関する環境整備、平等性の確保、少数株主や外国人株主に対する十

分な配慮を行い、信託銀行などの名義で株式を保有されている機関投資

家を含む株主の皆様の実質的な権利確保に努めています。その一環とし

て、株主総会の招集通知に関しては、株主の皆様の適切な判断に資する

情報を提供できるよう正確性を担保しつつも、分かりやすい内容とするこ

とに努めています。招集通知は日本語・英語にて作成するとともに、早期

発送 (株主総会日の3週間前を目処としています) およびウェブ上での事

前公表を行っています。また、議決権行使に際しては電子行使 (パソコン

およびスマートフォンによるインターネットを通じた議決権行使の導入、議

決権電子行使プラットフォームの利用) が可能な環境を整え、株主の皆様

にご案内しています。

当社の株主総会については以下をご参照ください。

株主総会

株主総会後の対応について

議案ごとの議決権行使結果およびその分析については適宜、取締役会

に対して報告を行い、その内容の検討を行っています。この検討結果を踏

まえて株主との対話その他の必要な対応を行います。

GRIスタンダード対照表
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その他ステークホルダーとの関係について

当社の社会的責任やステークホルダーとの関係については、「ソニーグ

ループ行動規範」の一部として、CEOによりソニーグループ内に周知徹底

されています。また、取締役会はその行動規範の周知徹底や遵守状況に

ついて定期的に報告を受け、レビューを行います。

ソニーグループ行動規範

ステークホルダーとのコミュニケーション

また、当社は、持続可能な開発目標 (SDGs) をはじめ、さまざまな社会

課題があることを認識し、マテリアリティ分析を通じて、環境問題、ダイ

バーシティの確保など、当社の事業活動に関連性の高い重要なサステナ

ビリティ課題を特定した上で、その重要性を再認識しさらなる取り組みを

進めていきます。

サステナビリティの考え方

環境方針と目標

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

多様な社員が活躍する職場環境

当社の取締役会は、かかる重要課題への対応状況や、「ソニーグループ

行動規範」の遵守状況などについて定期的に報告を受け、レビューを行い

ます。また、取締役会は、リスク管理体制が適切に構築されているかを適

宜確認し、その中でサステナビリティがひとつの課題として認識され、必

要な取り組みが検討・実施されていることについても確認します。

政策保有株式

当社および当社の子会社は、ソニーグループの事業ポートフォリオの拡

充およびソニーグループにおける関連事業推進・関係強化などを目的とし

て上場会社の株式を取得または保有する場合があります。このうち、子会

社を除く上場会社株式の保有に関する方針および議決権行使の基準は以

下のとおりです。

上場株式の政策保有に関する方針

保有方針
当社は、当社または当社の子会社による上場会社株式の取得または継

続保有 (当社の上場子会社による取得および継続保有、ならびに当社が

保有する当社の上場子会社の株式を除く) にあたっては、適切な手続きを

経て十分に検討した上で、保有意義および経済合理性が十分認められる

ものに限り、取得または継続保有することにしており、保有意義および経

済合理性が十分であると認められなかった銘柄については縮減するもの

としています。

保有の合理性の検証方法
当社および当社の子会社が純投資目的以外の目的で保有する全ての

上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式および当社が保有する

当該上場子会社の株式を除く) については、保有目的の適切さ、取引上の

重要性 (見込んでいた協業の進捗や今後の見通しを含む) と株式保有が

かかる取引に与える影響をレビューするとともに、株式保有にかかる利回

りおよび資本コストの精査を通じて、当社グループの中長期的な企業価値

の向上に資するかどうかという観点に照らして、随時、保有の適否の検証

を行っています。なお、全ての上場会社株式の銘柄について、まず執行側

において検証が行われ、その結果を踏まえて、業務執行の監督機関であ

る当社取締役会において保有の適否の検証が行われています。

個別銘柄の保有の適否に関する取締役会などにおける検証の内容
2022年3月末時点において当社および当社の子会社が保有する全て

の上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式および当社が保有す

る当該上場子会社の株式を除く) につき、前述の方法により、2022年6月

28日に開催された取締役会にて保有の合理性の検証を行いました。その

結果、縮減を検討すべきと判断された株式については、縮減に向けて検討

を進めます。

政策保有株式にかかる議決権行使基準

当社は、議決権行使を通じて、当該上場会社の企業価値、ひいては当

社の企業価値を向上させることが重要であるとの認識のもと、当該上場

会社の株式にかかる議決権の行使にあたり、当該株式の保有意義・経済

合理性などとあわせて、各議案の内容を十分に検討した上で、当該上場

会社の中長期的な企業価値向上に資するような議決権行使を行うべく、

例えば、剰余金の処分、取締役・監査役・会計監査人の選任、株主提案な

どの議案についての議決権行使時の考慮要素を社内ルール化することな

どを通じて、適切に行使の内容を決定することとしています。

政策保有株主との関係について

当社の株式を保有している会社からその株式の売却などの意向が示さ

れた場合には、取引の縮減を示唆することなどにより売却を妨げることせ

ず、当該会社との間で会社や株主共同の利益を害するような取引は行い

ません。

買収防衛策など

当社は現時点においていわゆる買収防衛策を導入していませんが、買

収防衛策の導入、当社株式が公開買付けに付された場合の対応、支配権

の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策の実施など、株主の皆様の

利益に重大な影響を与えうる施策に関しては、取締役会 (必要に応じて監

査委員会) などの適切な機関においてその必要性や合理性などについて

十分に検討を行うものとし、株主の皆様に対しても十分にご説明します。

GRIスタンダード対照表
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関連当事者間取引

当社は、取締役会決議により、当社の役員・社員がソニーグループとの

利益相反を生じる、あるいは生じるおそれのある行為を行うことを禁止

する旨をその行動規範のひとつとして定めています。その遵守に向けた一

環として、当社の役員に対して、当社またはソニーグループ会社との間の

取引または金銭債務 (いわゆる関連当事者間取引) の有無について、本

人だけでなくその親族などにかかるものも含め、定期的に確認していま

す。また、当社による当社役員との取引については、法令や取締役会規定

その他社内規程に則り、取締役会における承認を得ることとしています。

その承認にあたり、取締役会は、それらの取引が当社自身や株主共同の

利益を害することのないよう、取引の重要性やその性質とともに法令や取

締役会規定その他社内規程における要請事項について必要な確認を行っ

た上で承認するものとしています。

株主への利益の還元などに関する考え方

当社は、株主の皆様への利益還元は、継続的な企業価値の増大および

配当を通じて実施していくことを基本と考えています。安定的な配当の継

続に努めた上で、内部留保資金については、成長力の維持および競争力

強化など、企業価値向上に資するさまざまな投資に活用していく方針で

す。なお、配当金額については、連結業績の動向、財務状況ならびに今後

の事業展開などを総合的に勘案し、決定していきます。

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は国内の企業年金制度として閉鎖型確定給付付企業年金(以下

「本年金制度」) を有しています。本年金制度は、受給者の受給権を保全

し、給付などの福利を増大させることを目的に定められた運用基本方針

など (以下「運用基本方針など」) に則り資産運用を行っています。

資産運用について、当社は、財務部シニアゼネラルマネジャーが専門知

識・資質を有した人材を任命し、運用管理担当として業務に従事させると

ともに、外部アドバイザーを採用し専門性を補完することにより、健全か

つ適切な運用体制の実現に努めています。

なお、資産運用にかかる意思決定は、運用基本方針などに基づき、本年

金制度の運営にかかる関連部署である、人事・経理・財務各部門の責任

者・担当者によって構成される年金委員会での審議などを経て、最終決裁

権者の承認により決定することで、本年金制度と当社の間で生じ得る利

益相反を適切に管理しています。また、運用受託機関に対しては、運用開

始時に資産構成や運用手法などにおいて遵守すべき事項を示した運用ガ

イドラインを交付し、その遵守状況などについて定期的に確認・評価を行っ

ています。
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