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ソニーからサードポイントへの返信書簡について 

 

ソニー株式会社（ソニー）は、本日（日本時間 2013 年 8 月 6 日）、取締役会の全会一致の

決議に基づき、サードポイント LLC（サードポイント）に返信書簡を発信しました。書簡で

は、ソニーの取締役会及びマネジメントチームが、エンタテインメント事業を 100%所有し

続けることがソニーの今後の成功に向けて大変重要であり、ライツオファリングや公募によ

る同事業の株式公開は、持続的な収益力の強化及び株主価値の向上を達成するためのソニー

の戦略と相容れないと確信していることが述べられています。書簡では、以下に述べる点を

含め、多くの理由に言及しています。  
 
 コンテンツの需要そしてその価値は、新たな配信プラットフォームの出現、高性能なモ

バイル端末及びブロードバンドへのアクセスの普及、といった業界・事業構造のダイナ

ミックな変化の中、さらに増大している。ソニーは、当社のエンタテインメント事業が

このトレンドから今後ますます利益を享受できると考えている。そして、この価値ある

資産を一部にとどまらず全て所有することこそが当社の株主の皆様の共同の利益にもな

ると考えている。  
 エンタテインメント事業を完全所有することでソニーグループ内の協業の加速、シナジ

ーの促進、より迅速な事業活動が可能になる。ソニーは、グループ内の協業の機会は多

数存在し、今後一層増加すると考えている。一方、ライツオファリングや公募による株

式公開は、グループ会社間取引においても少数株主への配慮により生じる独立当事者間

と同様の関係を保つ必要性等、従来は必要でなかった負担を経営に課すこととなり、結

果として、ソニーのコントロール及び戦略の柔軟性を制限することになると考えている。 
 
上記に加え、ソニーの取締役会及びマネジメントチームは、既存の事業計画に基づいてビジ

ネスを行っていくために適切な資金調達手段を有していると考えています。そして、追加の

資金を必要とする場合、あるいは不測の事態が生じた場合にも、ソニーは、その成長戦略の

根本を成す事業・資産の一部を売却したり、ソニーのエンタテインメント及びエレクトロニ

クスの事業戦略の実施に対して不必要な負担を強いたりすることのない調達手段を優先して

実行していきます。  
 
ソニーは、市場参加者がソニーのエンタテインメント事業の業績を分析し、またその成果を

モニターしやすくなるよう、今年度の第 2 四半期の決算より、エンタテイメント事業につい

ての情報開示をより充実させていく予定です。  
 
ソニー株式会社 社長  兼  CEO 平井一夫のコメント：  

『One Sony 戦略を実行していくにあたり、これまでの進捗に強い手応えを感じています。私

が CEO に就任して以来、当社では数多くの変革を断行してきました。これによりソニーは正

しい軌道に乗っていると考えています。エンタテインメント事業はソニーの戦略に不可欠な

事業であり、ソニーの将来に向けての成長の重要な原動力でもあります。エンタテインメン

ト事業の成長、収益力の向上、そして同事業とエレクトロニクス事業及びサービス事業との

積極的な協業の拡大については、私自身が強くコミットしています。私たちは、今後も、全

てのステークホルダーの皆様の期待に応え、またそれを上回ることが出来るよう、持続的な

収益力の強化と株主価値の向上を追求してまいります。』  

（書簡全文（英文）及び参考和訳については添付の資料をご覧ください。）  
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将来に関する記述等についてのご注意 

この発表文に記載されている、ソニーの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないもの

は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に

関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「想定」、「予測」、「予想」、「目的」、「意図」、

「可能性」やその類義語を用いたものには限定されません。口頭又は書面による見通し情報は、広く一般に開

示される他の媒体にも度々含まれる可能性があります。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られたソ

ニーの経営陣の仮定、決定ならびに判断にもとづいています。実際の業績は、多くの重要なリスクや不確実な

要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見通しのみに全面的に依拠す

ることは控えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常にソニー

が将来の見通しを見直して改訂するとは限りません。ソニーはそのような義務を負いません。実際の業績に影

響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。 

（１） ソニーの事業領域を取り巻くグローバルな経済情勢、特に消費動向 

（２） 為替レート、特にソニーが極めて大きな売上、生産コスト、又は資産・負債を有する米ドル、ユーロ又

はその他の通貨と円との為替レート 

（３） 激しい価格競争、継続的な新製品や新サービスの導入、急速な技術革新、ならびに主観的で変わりやす

い顧客嗜好などを特徴とする激しい市場競争の中で、充分なコスト削減を達成しつつ顧客に受け入れら

れる製品やサービス（テレビ、ゲーム事業のプラットフォーム、ならびにスマートフォンを含む）をソ

ニーが設計・開発し続けていく能力 

（４） 技術開発や生産能力増強のために行う多額の投資を回収できる能力及びその時期 

（５） 市場環境が変化する中でソニーが事業構造の改革・移行を成功させられること 

（６） ソニーが金融を除く全分野でハードウエア、ソフトウエア及びコンテンツの融合戦略を成功させられる

こと、インターネットやその他の技術開発を考慮に入れた販売戦略を立案し遂行できること 

（７） ソニーが継続的に、研究開発に十分な資源を投入し、設備投資については特にエレクトロニクス事業に

おいて投資の優先順位を正しくつけて行うことができること 

（８） ソニーが製品品質を維持できること 

（９） ソニーと他社との買収、合弁、その他戦略的出資の成否を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）

ソニーの戦略及びその実行の効果 

（10） ソニーが、需要を予測し、適切な調達及び在庫管理ができること 

（11） 係争中又は将来発生しうる法的手続き又は行政手続きの結果 

（12） 生命保険など金融商品における顧客需要の変化、及び金融分野における適切なアセット・ライアビリテ

ィー・マネージメント遂行の成否 

（13） （市場の変動又はボラティリティを含む）日本の株式市場における好ましくない状況や動向が金融分野

の収入及び営業利益に与える悪影響 

（14） 大規模な災害などに関するリスク 

ただし、業績に不利な影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。 
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August 6, 2013  
 
Mr. Daniel S. Loeb 
Chief Executive Officer 
Third Point LLC 
390 Park Avenue 
New York, NY 10022 
 
Dear Mr. Loeb: 
 
Thank you for your letters.  We welcome the opportunity to exchange views with our shareholders, 
and we appreciate that you have shared your perspectives.  We agree with the statement in your May 
14, 2013 letter that Sony has “one of the most prestigious entertainment businesses in the world.”  
Your investment in Sony has increased the market’s focus on our entertainment businesses, which we 
welcome.   
 
Since your first letter on May 14, 2013, the Board of Directors and management team, with the 
assistance of external financial and legal advisors, have thoroughly considered the merits of your 
proposal for a rights or public offering of 15-20 percent of our entertainment businesses.  Our 
external financial advisors have met with you and heard your views in more detail.  While we share 
with you the objectives of increasing profitability and driving shareholder value, after careful review, 
the Sony Board of Directors has unanimously concluded that continuing to own 100% of our 
entertainment business is the best path forward and is integral to Sony’s strategy.  We do, however, 
expect to increase disclosure regarding Sony’s entertainment businesses.  We agree this can help 
market participants analyze their performance and monitor their success. 
 
I have been a part of the Sony family for nearly 30 years, the last year being my first as CEO.  I 
have witnessed Sony’s long history of innovation and our passion to create groundbreaking products, 
content and services that inspire and excite our customers all over the world.  During my tenure as 
CEO, we have made many changes, and we are encouraged by our progress and the opportunities 
ahead as we continue to execute on our One Sony strategy.  Our strategy includes a commitment to:   
 

  Further strengthen profitability in the entertainment businesses.   Sony Pictures 
and Sony Music are crit ical  elements of our strategy and fundamental drivers of Sony’s 
growth for the future.   We expect that our strategy will  result  in strong growth and 
increasing profitabil i ty through investing in high-growth, high-margin businesses,  
particularly in television production and international networks.    
 
In the Pictures business, we are aggressively investing in our global television 
production business,  with 32 new and returning TV series on air  in the US this year,  
including 15 new series in 2013-2014, the most ever for Sony.  We continue to invest 
in our attractive,  high-growth worldwide networks business.   Indeed, we have grown 
revenue in our worldwide networks business from approximately $600 million in the 
fiscal year ended March 31, 2008 to $1.5 billion in the fiscal year ended March 31, 2013.  
We are also building upon our diversified fi lm slate strategy, and expect to continue to 
explore the use of slate f inancing when it  is  advantageous to us.    
 
We are very focused on increasing margins at  Pictures, including through the growth 
init iatives described above, and by reducing costs.   While we believe our theatrical  
marketing costs have been and continue to be in l ine with our competi tors,  and that our 
margins are generally comparable to some other major studios, we recognize that our 
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margins should be higher.   In the year since I  became CEO, we have driven growth and 
profitabil i ty in our entertainment businesses, and during that  t ime we have taken 
additional  steps to t ighten controls and reduce costs.   For example,  in the past year we 
have undertaken a rigorous cost savings init iative, including structural changes, that we 
expect  to generate significant annual savings at  Pictures over the next few years.   We 
have also insti tuted an even more exacting “green light” process for fi lm production,  
focusing more intensively on overall  slate profitabili ty as well  as per fi lm 
returns-on-investment.   
 
Our Music business continues to be profitable with margins  we believe are  general ly in 
l ine with peers.   We are nurturing and developing new talent,  exploiting our vast  
catalog and copyrights,  and exploring other growth opportunities,  including leveraging 
our vast music content for use with increasingly popular digital  music service 
platforms.  We continue to seek cost reductions and pursue operating efficiencies.  

 
Finally,  our executive compensation arrangements at  Pictures and Music are t ied to the 
performance of their business.   We believe this aligns incentives for the executive 
management teams at  Pictures and Music,  specifically by l inking compensation to 
financial performance.  

 
Pictures and Music are critical to Sony’s corporate strategy and will be essential drivers of 
our future growth.  Many of your observations regarding our entertainment businesses, and in 
particular Pictures, are not consistent with the businesses I know.  I am personally involved 
in the oversight of these businesses and firmly committed to assuring their growth, to 
improving their profitability, and to aggressively leveraging their collaboration with our 
electronics and service businesses.  
  

  Revitalize our electronics business .   While the industry environment for our 
electronics business remains challenging, we have made significant progress over the 
past  year,  and we are confident that we are on the right path.   We have accelerated 
structural reforms through our global business operations,  as well  as portfolio 
realignment,  including divesti ture from non-strategic businesses,  and allocating capital 
to areas of focus.   We have also released powerful new products that  appeal to 
consumers globally.   As you mentioned in your recent investor letter, our Xperia series 
smartphones have been very well  received in Japan and Europe, and this momentum is 
expanding internationally,  while our Cyber-shot RX1 won the prestigious Camera 
Grand Prix 2013 as the best  new camera in Japan.  We are also encouraged by the 
positive feedback from the announcement of the PlayStation 4,  which is highly 
integrated with our leading networks and mobile businesses.   The transformation of 
our television business has been progressing as planned.  We are investing in Mobile,  
Imaging and Game, and these business units are inextricably l inked to our One Sony 
strategy. 

 
  Continue financial services’  steady contribution.  We expect the f inancial services 

business to continue to deliver highly dependable financial  products and services,  and 
maintain i ts high customer satisfaction rat ings.   Through these efforts,  the business is 
expected to achieve stable and growing profitabili ty and reinforce the power of the 
Sony brand.  

 
  Achieve our growth and profitability goals.   We believe that a continued focus on 

steady execution will  allow us to achieve the financial targets we set at  the beginning 
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of fiscal year 2012.  Specifically,  for fiscal  year 2014 (ending March 31, 2015),  we are 
targeting consolidated sales and operating revenue of ¥8.5 tri l l ion,  an operating margin 
of more than 5% and a return on equity of 10%.  For the electronics business,  for f iscal  
year 2014 we continue to target sales and operating revenue of ¥6.0 tri l l ion and an 
operating margin of 5%.  

 
The Board and management team strongly believe that continuing to own 100% of our entertainment 
business is fundamental to Sony’s success and that neither a subscription rights offering nor a public 
offering is consistent with our strategy for many reasons.  These include: 
 

  Demand for content is increasing its  value in a dynamic industry environment, and 
we believe our entertainment businesses will increasingly benefit from these trends.   We 
are in an extraordinary industry environment,  where we believe the emergence of new 
distribution platforms, the proliferation of powerful mobile devices,  and 
near-ubiquitous broadband access will  continue to spur increasing demand for premium 
content at  unprecedented levels.   We believe Sony is well-posit ioned to drive value 
from our global content assets in this exciting environment and, thus,  we believe our 
shareholders wil l  benefi t  from owning all ,  rather than a part ,  of these valuable assets.    
 

  Full control of our entertainment businesses drives internal collaboration,  
facilitates synergies,  and allows us to be more nimble.   Content,  technology, and 
consumer and professional products are rapidly converging, not diverging, and we 
therefore expect the interplay between our entertainment and electronics businesses 
only to increase in size and form over the coming years and to help drive the growth of 
Sony’s electronics business.  We observe this trend in many of our businesses, and 
especially in our Mobile business, where a rapidly changing landscape demands flexibility, 
timely decision-making and speedy execution.  We also see this in the increasingly strong 
linkage between Sony Pictures and our Professional Solutions Group within our 
electronics business,  in particular in focus areas such as 4K television,  professional 
equipment,  and digital  production systems.   These are only examples.  We believe the 
many opportunities for collaboration in this regard are only increasing, and a rights or 
public offering would put obstacles in our strategic path,  creating the need for 
otherwise unnecessary and burdensome arm’s length intercompany relationships and 
for considerat ion of minority shareholder rights,  thereby limiting our control and 
strategic flexibil i ty.     

 
  There are alternative sources of capital  available,  should Sony require it .   We 

believe Sony has adequate capital resources to fund our business plans.   Our entertainment 
businesses have used their  cash flow to fund and invest  in their  businesses,  and their  
cash flow has not been uti l ized to fund other businesses.  Should management 
determine that Sony requires addit ional capital ,  there are more efficient sources 
available to raise the approximately $2 bill ion of capital  you have suggested raising 
through a rights or public offering.  Should we require capital ,  or in the event of 
unanticipated events,  our priority would be to raise i t  without sell ing a portion of an  
asset fundamental to our growth strategy, and without unnecessarily burdening Sony’s 
abili ty to execute our business strategy for both entertainment and electronics.   
 

  We can achieve increased disclosure regarding Sony’s entertainment businesses 
without a rights or public offering.  We agree with you, other shareholders and a 
number of analysts that there may be advantages to providing more disclosure about our 
entertainment businesses,  but we believe a rights or public offering is not required to 
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provide such disclosure.   We believe that providing additional disclosures will  help 
investors better analyze the performance of these businesses.   Starting in the second 
fiscal quarter of this year,  we expect to include quarterly revenue figures for certain 
categories within the Pictures and Music segments, as well as certain other metrics.  We 
also expect  to include,  on a quarterly basis,  necessary information to enable investors to 
calculate adjusted earnings before interest ,  taxes,  depreciation and amortizat ion for 
each segment,  including Pictures and Music.   Finally,  we plan to host regular meetings 
with our entertainment management team to assist  investors and other market 
part icipants to improve their  understanding and knowledge of our entertainment 
businesses.   

 
Sony’s Board and management team fully understand that the industries in which Sony operates are 
challenging, fast moving and competitive, and as a result we are very focused on avoiding obstacles 
that may hamper alignment among our businesses.  We believe Sony is already changing for the 
better, and we are encouraged by the opportunities that lie ahead as we aggressively pursue our One 
Sony strategy.  We remain committed to pursuing sustained growth in profitability and shareholder 
value, so that we can meet and exceed the expectations of all of our stakeholders.  
 
We thank you for your commitment to Sony and will continue to give full consideration to any 
constructive feedback from our valued shareholders.  We look forward to maintaining a productive 
relationship with you and welcome an ongoing dialogue.  
 
Sincerely, 
 

 
 
Kazuo Hirai 
President and CEO 
Sony Corporation 
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本書簡は、Third Point LLC 宛 2013 年 8 月 6 日付当社書簡（英文）の参考和訳です。詳細

は、当該書簡（英文）をご参照下さい。  
 
 
2013 年 8 月 6 日  
 
米国ニューヨーク州ニューヨーク市  
パークアベニュー390 番地  
サードポイント LLC 

高経営責任者  
ダニエル・S・ローブ様  
 

ソニー株式会社  
社長  兼  CEO 

平井 一夫  
 
ダニエル・ローブ様：  
 

先日は書簡をお送りいただき、ありがとうございました。当社は株主の皆様と意見を交換

する機会を重視しており、ご意見をいただいたことについて感謝申し上げます。2013 年 5 月

14 日付の貴書簡には、ソニーは「世界で も価値のあるエンタテインメント事業のうちの一

つ」を保有しているとのご指摘がございましたが、私たちもまさにその通りであると考えて

おります。貴社のソニーへの投資により、当社のエンタテインメント事業に対する市場の注

目が高まったことについても、当社としてこれを歓迎しております。   
 

2013 年 5 月 14 日に貴社から 1 通目の書簡を受け取って以来、当社取締役会とマネジメン

トチームは、社外の財務及び法務アドバイザーのサポートも受け、当社のエンタテインメン

ト事業の 15～20%をライツオファリングあるいは公募により株式公開させる、という貴社ご

提案の妥当性について、徹底的な検討をしてまいりました。財務アドバイザーにおいては貴

方との面会を行い、貴社の意見をさらに詳しく伺う機会も持ちました。収益力を高め株主価

値を増大させるという目的については当社としても貴社と意を同じくしているものの、当社

の取締役会は、慎重な検討の結果、全会一致で、エンタテインメント事業を 100%保有し続

けることが将来に向けた 善の選択であり、ソニーの戦略にとって欠かせないものである、

との結論に至りました。その一方で、当社としてはソニーのエンタテインメント事業に関す

る情報開示を今後、より充実させていく予定です。当社としても、これにより、市場参加者

が同事業の業績を分析し、またその成果をモニターしやすくなる、という点には賛同いたし

ます。  
 

私は過去 30 年近くソニーファミリーの一員であり、昨年からは CEO として会社を率いて

います。その間、ソニーのイノベーションの長い歴史、世界中のお客さまの好奇心を刺激し、

感動をもたらすような革新的な商品・コンテンツ・サービスを生み出すことへの飽くなき情

熱を眼にし続けてきました。私が CEO に就任して以来、私たちは数多くの変革を断行してき

ましたが、今後も One Sony 戦略を実行していくにあたり、これまでの進捗、そして将来に

広がる可能性に強い手応えを感じています。私たちが描いている戦略には、以下のようなコ

ミットメントが含まれています。   
 

 エンタテインメント事業の収益力の一層の強化。ソニー・ピクチャーズ及びソニー・

ミュージックは当社の戦略に不可欠な事業であり、ソニーの将来に向けての成長の重

要な原動力でもあります。テレビ番組制作事業及び世界各国でのテレビネットワーク

事業など、今後高い成長性及び収益貢献が見込める事業への投資により、大きな成長

と収益性の向上を実現できると考えています。  
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映画分野では、当社はグローバルなテレビ番組制作事業に積極的に投資を行っていま

す。今年は、米国において新番組及び続編を合わせて 32 本の TV 番組が放映されます。

このうち 15 本は、2013 年～2014 年にかけての新番組であり、これは当社としては過

去 多の本数です。さらに、将来有望で高い成長性が見込める全世界のテレビネット

ワーク事業にも投資を継続していきます。全世界でのテレビネットワーク事業による

売上高は、2007 年度に約 6 億ドルであったものが、2012 年度においては実に約 15 億

ドルにまで拡大しています。また、映画製作分野では今後も多様なジャンルの作品を

製作していく方針であり、製作費についても、その方が有利であると判断できる場合

には、今後も資金の一部を第三者から募ることを実施していきます。  
 
映画分野の利益率を向上させるために、既に述べた成長戦略に加えてコストの削減に

も注力しています。当社の映画作品の劇場公開に向けたマーケティングコストはこれ

までも、そして今後も競合他社と比較して同等の水準にあり、また、映画分野の利益

率は幾つかの他の大手映画スタジオと概ね同等の水準にあると考えていますが、この

利益率をさらに高めていく必要があると認識しています。私が CEO に就任してからの

1 年間、当社ではエンタテインメント事業の成長性と収益力の強化に取り組んでまい

りました。また、同時に、エンタテインメント事業全体のコントロールを強化し、コ

ストを削減するためのさらなる取り組みをエンタテインメント事業全般において実施

してまいりました。一例として、過去 1 年間にわたり、ソニー・ピクチャーズにおい

ては、組織改革を含む厳しいコスト削減の取り組みを実施しており、今後数年に亘っ

て、映画分野の各年の業績に対する大きな費用削減効果が期待できると考えています。

また、映画製作の領域では、より厳格な承認プロセスを導入しています。その結果、

一年間に公開する予定の作品全体からの収益性及び作品ごとの投資効率に対してより

厳しく目を向けることができています。  
 
音楽事業は競合他社と比較しても概ね同等水準と考えられる利益率で収益をあげてい

ると私たちは考えております。当社では、新人タレント発掘・育成、膨大な音楽版権

の資産及び著作権の活用を行いつつ、さらにその他の成長機会、例えば成長著しいデ

ジタル音楽配信プラットフォームへの私たちの非常に充実した音楽コンテンツの活用、

などを行っておりますが、今後もコスト削減と事業効率の向上を追求してまいります。 
 

後に、当社の映画事業及び音楽事業における経営陣の報酬体系は、各事業の業績と

連動した形で設定されています。経営陣の報酬をこれら事業の業績と結び付けること

により、映画事業及び音楽事業の経営陣に対するインセンティブを正しい方向に向け

ることができると考えています。  
 

映画事業及び音楽事業は、ソニーの経営方針において欠くことのできない要素であり、

将来の成長に向けた主たる原動力であると考えております。当社のエンタテインメン

ト事業、特に映画事業に関する貴社の考察の多くは、同事業に関する私の認識とは一

致しないと考えています。これらの事業については私自身が直接監督に関与していま

すし、両事業の成長、両事業の収益力の向上、両事業とエレクトロニクス及びサービ

ス事業との積極的な協業の拡大にも、私自身が強くコミットしています。  
 
 エレクトロニクス事業の再生。エレクトロニクス事業を取り巻く経営環境は引き続き

厳しいものの、再生に向けた施策は過去 1 年間大幅に進捗しており、これは私たちが

正しい軌道に乗っていることを示していると考えています。私たちはグローバルなオ

ペレーション全体での構造改革、非戦略事業の分離などを含む事業ポートフォリオの

組み替え、注力領域への資本の配分を加速して行ってまいりました。さらに世界中の

お客さまに向けて力強い新商品を提供してまいりました。貴社の 近の投資家向け書

簡においても言及されています通り、XperiaTM シリーズのスマートフォンは日本及び
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欧州で非常に高い評価を受け、この勢いは全世界的に伝播しています。サイバーショ

ット「RX-1」は、日本で 高のカメラ新商品として、栄えある「カメラグランプリ 2013」
を受賞しました。また、ソニーのネットワーク及びモバイルビジネスとも密接に結び

ついているプレイステーション４の発表に対する好意的なフィードバックに関しても

大変喜ばしく感じています。そしてテレビ事業の変革は計画通り進捗しています。当

社は、モバイル、イメージング関連、ゲームの 3 つの事業を集中領域と定めて投資を

行なっており、これらの事業ユニットは One Sony 戦略と一体不可分です。  
 

 金融事業の安定的貢献の継続。金融事業については、引き続き信頼度の高い金融商品

及びサービスを提供し、高い顧客満足度を維持していくことができると考えています。

かかる観点に基づき、同事業に対しては、安定的な収益拡大による貢献と、ソニーブ

ランド強化への貢献を期待しています。  
 

 売上高と利益目標の達成。私たちは、現在の戦略を着実に実行していくことが、2012
年度の期初に設定した経営数値目標の達成につながると考えています。具体的には

2014 年度（2015 年 3 月期）には、連結売上高 8 兆 5 千億円、連結営業利益率 5％以上、

ROE（株主資本利益率）10％をめざしています。エレクトロニクス事業については、

2014 年度に売上高 6 兆円、営業利益率 5％をめざしています。  
 

当社取締役会及びマネジメントチームは、エンタテインメント事業を 100%保有し続ける

ことが、ソニーの今後の成功に向けて大変重要であると確信しています。そして、同事業の

ライツオファリングや公募による株式公開は以下のような多くの理由から私たちの戦略と相

容れるものではないと考えています。  
 

 業界・事業構造のダイナミックな変化の中、コンテンツの需要そしてその価値は増大

しており、私たちは、当社のエンタテインメント事業がこのトレンドから今後ますま

す利益を享受できると考えていること。新たな配信プラットフォームの出現、高性能

なモバイル端末の普及、ほぼいつでもどこでもブロードバンドにアクセスできる状況、

といった環境の変化によって、私たちは、これまでにないレベルでプレミアムコンテ

ンツの需要が増大していく、という類稀な状況にいます。ソニーはこの激動する市場

環境の下で、グローバルなコンテンツ資産から価値を創出していくことができる優位

な立場にあり、この価値ある資産を、一部にとどまらず全て所有することこそが、当

社の株主の皆様の共同の利益にもなると考えております。  
 

 エンタテインメント事業を完全所有することでグループ内協業の加速、シナジーの促

進、より迅速な事業活動が可能になること。 コンテンツ、テクノロジー、民生用及び

業務用機器は決して分離していくのではなく、むしろ急速に融合してきています。私

たちは、エンタテインメント事業とエレクトロニクス事業との間の相互作用は今後数

年にわたって更に拡大・多様化し、それがソニーのエレクトロニクスの成長をけん引

していくと考えています。この流れは私たちが有する事業領域の多くに共通していま

すが、特にモバイルの事業において顕著になると考えています。モバイル事業で成功

するためには、急速に変化する事業環境ゆえに、特に柔軟で、迅速な意思決定と戦略

の遂行が必要となります。さらに、ソニー・ピクチャーズとソニーのプロフェッショ

ナル・ソリューション事業本部の間でも、同様に連携がますます強化されています。

このトレンドは、4K テレビ、放送・業務用機器、デジタル製作ソリューションのよう

な注力領域において特に顕著です。これらは一例にすぎません。私たちはこのような

協業の機会は増加の一途をたどると考えており、ライツオファリングや公募による株

式公開を行うことは、グループ会社間取引においても独立当事者間と同様の関係を保

つ必要性や少数株主の権利への配慮など、従来は必要でなかった負担を経営に課すこ

ととなり、結果として、それが私たちのコントロール及び戦略の柔軟性を制限し、ソ

ニーグループとしての戦略を遂行することの障害となると考えます。  
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 資金調達の必要性が生じた場合にも、他に調達手段が存在すること。ソニーは、既存

の事業計画に基づいてビジネスを行っていくために適切な資金調達手段を有していま

す。エンタテインメント事業は、自らのキャッシュフローによって、自らの事業運営

や投資に必要な資金を十分に賄ってきており、これが他の事業のために供出されてい

るということもありません。万一、仮に私たち経営陣が追加的な資金を確保する必要

があると判断した場合にも、貴社がライツオファリングあるいは公募による株式公開

を通じた調達を提案している約 20 億ドルの資金につきましては、当社には、他により

効率的でかつ利用可能な調達手段が存在しています。当社が追加の資金を必要とする

場合、あるいは不測の事態が生じた場合にも、私たちの成長戦略の根本を成す事業・

資産の一部を売却したり、ソニーのエンタテインメント及びエレクトロニクスの事業

戦略の実施に対して不必要な負担を強いたりすることのない調達手段を優先して実行

していきます。  
 

 株式公開によらなくともソニーのエンタテインメント事業の情報開示を充実させるこ

とは可能であること。当社のエンタテインメント事業に関してより情報開示を充実す

ることが望ましい、という貴社、その他の株主の方々、及びアナリストからのご指摘

には当社としても同意いたします。しかし、情報開示のためにライツオファリングあ

るいは公募による株式公開を行うことは必ずしも必要ではないと私たちは考えており

ます。追加的な情報開示を行うことで、子会社上場を行わなくとも、投資家の皆様が

エンタテインメント事業の業績を分析し、またその成果をモニターすることがより容

易になると私たちは考えています。このため今年度第 2 四半期の決算より、映画分野

及び音楽分野についてカテゴリーを設け、その四半期ごとの売上高を開示情報に含め

ることを予定しています。さらに、投資家の皆様が四半期ごとに、いわゆる EBITDA
（利払い前、税引き前、減価償却前利益）を計算できるよう、必要な情報についても、

映画分野及び音楽分野を含む全セグメントに関して開示していく予定です。加えて、

エンタテインメント事業に関して四半期ごとに追加的な指標を開示し、かつ、投資家

及び市場参加者の皆様が当社のエンタテインメント事業に関してより良く理解し、知

識を深めていただくための機会として、エンタテインメント事業の経営陣も参加する

説明会を定期的に実施していくことを考えております。  
 

ソニーの取締役会及びマネジメントチームは、当社が事業を展開している業界が厳しく、

変化のスピードが速く、そして競争が激しいという事実を十分に認識しており、そのため、

事業間の連携の障害になるような要因を取り除くことが大変重要だと考えています。私たち

は、ソニーは既に正しい方向に変革の舵を切ったと考えており、私たちが積極的に One Sony
戦略を実行していくことによる今後の成長の可能性に強い手応えを感じています。当社は、

今後も、全てのステークホルダーの皆様の期待に応え、またそれを上回ることが出来るよう、

持続的な収益力の強化と株主価値の向上を追求してまいります。  
 

貴社のソニーに対する強いご関心に感謝いたしますとともに、株主の皆様からの建設的な

フィードバックに関しては今後も十分な検討を行ってまいります。私たちは貴社との有意義

な関係を維持していきたいと考えており、継続的な対話を歓迎いたします。  
 

以 上  
 


