
説明原稿

2018年度 第2四半期決算ご説明の前に
改めて、平成30年台⾵21号 および 北海道胆振東部地震において
被災された⽅々に⼼よりお⾒舞い申し上げます。

災害に対するドコモのこれまでの取り組みと、今後の更なる災害対策については、
本決算説明の中でもご説明いたします。



説明原稿

2018年度 第2四半期決算 についてご説明する。

第1部では、2018年度 上期の決算概況 について、

第2部では、中期経営戦略について、

第3部では、株主還元について

ご説明する。



説明原稿

2018年度 上期の決算概況について。

営業収益は 前年同期⽐ 950億円増の 2兆3,895億円
営業利益は 506億円増の 6,105億円

増収増益の決算となった。

また、当社株主に帰属する四半期利益は 150億円増の 4,071億円
フリー・キャッシュ・フローは 法⼈税等の⽀払額の増加等により 166億円減の 3,747億円と
なった。



説明原稿

セグメント別の実績について。

「通信事業」 は
営業収益が 912億円の増、 営業利益は 352億円の増

「スマートライフ事業」 と 「その他の事業」 を合わせた 「スマートライフ領域」 は
営業収益が 50億円の増、 営業利益は 154億円の増 となり、
「通信事業」、「スマートライフ領域」ともに増収増益となった。

尚、第1四半期決算で申し上げた通り、スマートライフ事業の営業収益については、
2018年2⽉にグループ会社である らでぃっしゅぼーや を譲渡したことに伴う
減収影響があるものの、⾦融・決済サービス等の好調により増収となった。



説明原稿

営業利益の前年同期⽐での増減要因について。

営業収益は 950億円の増 となった。主な要因としては、
■ モバイル通信サービス収⼊が お客さま還元の拡⼤により 105億円の減
■ 光通信サービス収⼊等が 323億円の増
■ その他の営業収⼊が 18億円の増
■ 販売関連収⼊が 卸売単⾦の増などにより 714億円の増

営業費⽤は、 445億円の増 となった。

結果、営業利益は 506億円増の 6,105億円 となった。



説明原稿

dポイントクラブ会員数について。

「会員」を軸とした顧客基盤の拡⼤に引き続き取り組んでおり、
dポイントクラブ会員数は 9⽉末時点で 6,763万
そのうち、街のお店などの提携先で dポイントが使える
dポイントカードの登録数は 1.6倍の 2,788万

となった。



説明原稿

通信事業のオペレーション状況について。

携帯電話契約数は 2%増の 7,705万

解約率は0.64%から0.54％へ、ハンドセット解約率は0.47%から0.46%へ
いずれも対前年で改善かつ低⽔準となっており、
引き続きお客さま還元の強化等を通じて解約抑⽌に取り組んでいく。



説明原稿

スマホ・タブ利⽤数は 6%増の 3,921万契約

後程詳しく説明をするが、フィーチャーフォンからスマホへお取替えされるお客さま向けに
明⽇11⽉1⽇より 「ウェルカムスマホ割」 を開始予定

引き続きフィーチャーホンからスマホへのマイグレーションと、タブレット販売を推進

ドコモ光契約数は
28%増の 533万契約 となった。



説明原稿

ARPU について。

お客さま還元影響をドコモ光契約数の増加 等により補い、
第2四半期の 総合ARPUは、⽉々サポート等の割引影響を含んだベースで
対前年同期⽐ プラス 80円の 4,820円 となった。



説明原稿

ネットワークについて。

9⽉末時点のLTE基地局数は 19万3,800局
そのうち PREMIUM 4G の対応基地局数は 12万3,000局 となった。

尚、国内最速となるダウンロード 1,288Mbps、アップロード 131Mbpsを
今後発売するご覧の端末より提供予定。

5Gの導⼊を⾒据え、ネットワークを更に⾼度化していく。



説明原稿

コスト効率化について。

第2四半期は、400億円、上期合計で740億円のコスト効率化を実施。

年間⽬標1,200億円の達成に向けて着実に進捗している。



説明原稿

スマートライフ領域の営業利益について。

上期は、前年同期⽐で22％増の860億円 となった。

年間利益⽬標 1,400億円の達成に向け、着実に進捗している。

上期の営業利益 860億円のうち 主なカテゴリーの割合は、

■ ケータイ補償サービス 等の 「あんしん系サポート」 が 約40％
■ dTV や DAZN for docomo 等の 「コンテンツ・コマース」 が 約20％
■ dカード や d払い 等の 「⾦融・決済」 が 約20％
■ 法⼈IoT 等の 「法⼈ソリューション」 が 約15％
■ ｄフォト 等の 「ライフスタイル」 が 約5%

となった。



説明原稿

⾦融・決済サービスについて。

⾦融・決済サービスの取扱⾼は、
前年同期⽐ 22%増の 1兆8,300億円

dカード契約数は 1,941万

そのうち、dカードGOLD は着実に契約数を伸ばし、1.5倍の 458万契約となった。

dカードやｄ払いの利⽤の増加 等に伴い、
⾦融・決済サービスの取扱⾼が順調に拡⼤している。



説明原稿

dポイントについて。

ｄポイント利⽤は、前年同期⽐ 1.5倍の 794億ポイント。
そのうち、ｄポイント提携先での利⽤が45％を占め、 2.2倍の 356億ポイントと
なった。

dポイントを貯める・使うことができるブランド 及び サイトの合計である
dポイント提携先は 2.1倍の322 、店舗数は 約4万1,900店舗まで拡⼤した。

今後もdポイントクラブ会員およびパートナーにとって、魅⼒的かつ利便性の⾼い
ポイントプログラムとなるような取組みを積極的に⾏っていく。



説明原稿

+d の推進について。

+d パートナーは引き続き順調に拡⼤しており、
提携パートナー数は9⽉末で 644 まで増加した。

今後もパートナーの皆さまと共に +d による協創を加速していく。



説明原稿

今年度は「beyond宣⾔」を実⾏する年と位置付けており、その具体的取り組みについて
説明する。

まず、「お客さまへの価値・感動」 の提供に向け、宣⾔1、2、3についてご覧のような
取り組みを⾏った。



説明原稿

続いて、「パートナーとの価値・協創」 に向けた取り組み。

宣⾔４では、沖縄県とドコモ5GオープンラボOKINAWAを12⽉から開設するなどの連携を
⾏う。宣⾔５、宣⾔６でご覧の取り組み等を⾏った。

「beyond宣⾔」 の実⾏、豊かな未来の実現に向けて、引き続き取り組みを加速していく。



説明原稿

ESG評価について。

当社は引き続き世界的に著名な３つのESG指数に採⽤されている。

また、国内においては、GPIFが新たに選定した
S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数に採⽤されており、
GPIF選定のESG指数全てに継続して採⽤されている。

「beyond宣⾔」の実⾏を通じて、
持続可能な社会の実現に向けて今後も取り組んでいく。



説明原稿

5Gの取組みについて。

これまで、5Gデモバス、 5Gオープンラボといった試験環境の構築等に取り組んできた。

2019年度の5Gプレサービスの開始に向け、
ネットワーク開発や構築を更に加速するため、今年度100億円の追加投資を予定している。



説明原稿

冒頭に申し上げた、災害対策について。

ドコモでは東⽇本⼤震災の経験を踏まえ、
記載の３つの項⽬に取り組んできた。



説明原稿

先般の台⾵21号 および 北海道胆振東部（いぶりとうぶ）地震においても
これまでの取り組みが活きた。
特に⼤ゾーン基地局は北海道胆振東部地震において初めて運⽤し、
釧路市内において、広範囲の通信を回復することに貢献した。

⼤ゾーン基地局は現在全国106箇所に設置している。

また、被災地に対して移動基地局⾞の出動、充電・Wi-Fiサービスの提供等も⾏い、
今回の災害影響を最⼩限にすべく対応した。



説明原稿

今回の災害を振り返りつつ、今後もあらゆる災害に対応できるよう、
来年度までの2年間で200億円規模の災害対策を追加実施する。

新たな対策としては、
全国のドコモショップに蓄電池を今年度中に配備し、停電時においても無料充電サービスを
提供できる体制を整える。また、太陽光発電システムについても順次導⼊を進めていく。

また、可搬衛星設備等の⾮常⽤基地局を増配備することで、通信サービスの
早期復旧をめざす。

これからもドコモは、災害対策を⽇々強化・拡充しながら、ネットワークの安全性と信頼性の
向上を続けていく。



説明原稿

ご覧の表にお⽰ししている通り、
年度当初に発表した2018年度の業績予想を⾒直す。

営業収益は 700億円 増の 4兆8,600億円。

営業FCFは 200億円 減の 9,400億円。

設備投資は 先ほどご説明の通り、2019年の5Gプレサービスに向けた取り組みの加速と、
災害対策の更なる充実により、 200億円 増の 5,900億円。



説明原稿

上期のサマリーはご覧の通り。



説明原稿

ここからは、ドコモの中期経営戦略についてご説明させて頂く。



説明原稿

ドコモは、2017年4⽉にbeyond宣⾔を発表した。

ESG経営を推進し、社会の持続的発展に取り組みながら、
宣⾔の実現に向けて進めている。

今回は、ドコモの中期経営戦略として、beyond宣⾔の実現に向けた取組みと、
中期⽬標についてご説明する。



説明原稿

2020年代の持続的成⻑に向けた中期経営戦略の基本⽅針として、
「会員を軸とした事業運営への変⾰」、「5Gの導⼊とビジネス創出」に舵を切る。

その中で、戦略の⾻⼦となるのは、
・顧客基盤をベースとした収益機会創出
・5Gによる成⻑
・お客さま還元の実施と、お客さま接点の進化

以上の3点。



説明原稿

まずは、顧客基盤をベースとした収益機会創出について。



説明原稿

顧客基盤の更なる拡⼤による収益機会創出についてご説明する。

まず2021年度 会員数7,800万、将来的には１億会員をめざして、
dポイント会員の拡⼤に向けた取り組みに注⼒していく。

加盟店や法⼈企業などのパートナーも更に拡⼤させ、
5Gオープンパートナープログラムの参加企業5,000社をめざす。

+dの推進によって、会員基盤とパートナーをドコモのアセットで結びつけることで、
お客さま・パートナーに新たな価値を提供し、収益機会を創出する。



説明原稿

また、+d⾃体も進化させていく。
dポイント、dカード等の加盟店との協業に加えて、
会員基盤を活⽤したマーケティング領域での協業検討や、
共同ビジネス展開を様々なパートナー様と進めていく。

Jリーグ様とは、ファン拡⼤にむけ、マイクロマーケティングによる観戦者拡⼤の取組みを
共同でおこなっている。

マツモトキヨシ様とは、さらにその先の共同ビジネス展開として、
マーケティング商材の開発を⾏った。
今後様々なメーカーに展開し、新たな付加価値の創造とビジネス拡⼤をしていく。



説明原稿

次に、スマートライフビジネスにおける⾦融・決済事業の成⻑について。

これまでドコモはdカード、dポイントを始めとした決済事業に取り組んできた。
今後はd払い、ドコモ⼝座等も含めた決済プラットフォーム全体のエコシステムを
進化・拡⼤させ、⾦融・決済事業の成⻑を実現していく。

そのためにまず、iD、dポイント、d払いが利⽤可能な場所を
2021年度に現在の倍以上である200万ケ所に拡⼤する。

このエコシステムを拡⼤することで、2021年度⾦融・決済取扱⾼6兆円を実現し、
さらに広告、⾦融サービス、各種ドコモサービスを活⽤することで、
スマートライフビジネス全体としてのさらなる成⻑を実現していく。

⾦融サービスでは先⽇ドコモAI保険やレンディング、投資などを開始しているが、
このようなFinTech領域でも続々と新たなサービスを投⼊していきたい。



説明原稿

次に、法⼈ビジネスについて。

お客さまとドコモの法⼈営業、R&D部⾨とが三位⼀体で連携した⼩規模チーム「トップガン」と
「5Gオープンパートナープログラム」などの取組みにより、パートナーを拡⼤させ、
商⽤化ソリューションを次々に⽣み出す。

それらのソリューションを全国の法⼈営業部隊が展開し、
多くのパートナーに使っていただき、社会課題解決をめざしていきたい。

以上のような活動を通じて、法⼈ソリューション収益を、
2017年度⽐約2倍となる、1,200億円へ成⻑させる。



説明原稿

次に、5Gによる成⻑について。



説明原稿

5G時代に向け、ドコモでは、2019年度から2023年度までの累計で
1兆円の積極的な投資を実施する。

ドコモでは2019年9⽉のプレサービス開始、20年春の商⽤サービス開始を予定しており、
19年のラグビーワールドカップでは、お客さまにいち早く5Gをご体験いただけるよう
今年度から順次、準備を進めている。

5G時代は、”⼈だけ”ではなく、”あらゆるモノ”がサービスの対象となる。
必要とされる場所に着実にエリアを構築し、
デジタルトランスフォーメーションの推進を5Gでサポートしながら、
地⽅創⽣や社会課題の解決にも貢献していく。

なお、まだ確定しているわけではないが、5G導⼊後の20年代半ば頃には、お客さまの
利⽤状況を⾒ながら、3Gを終了していきたいと考えている。



説明原稿

5Gで提供する、サービス・ソリューションについて。

5Gの本格導⼊に向けて、数多くのサービス・ソリューションを創出するため、
現在5Gオープンパートナープログラムを⼟台として、幅広いパートナーと協創している。

例えばコンシューマ向けには、5Gの特⻑を活かしたスタジアムソリューションや、
VR・AR・MRなどを通じて、beyond宣⾔の新エンタメ体感サービスを提供していく。

法⼈向けには、幅広いパートナーの皆さまとの協創し、
遠隔医療や防災などの取り組みにより、社会や産業の発展にも貢献していく。



説明原稿

ここからは、取り組みの事例をいくつかご紹介する。

まずは「スタジアムソリューション」について。

観戦者がその場の体験を他の⽅々と瞬時に共有できるよう、5Gの特徴を活かし、
⾼精細な画像や映像といった⼤容量データをリアルタイムでアップロード、共有できるように
する。

これらにより、ドコモはスポーツの新しい観戦スタイルを提供する。



説明原稿

次に、「防災・減災」をテーマに協創している「都市映像のAI解析による異常検知」。

市街地や施設内に設置された「⾼精細カメラ」と「AI」「5G」を組み合わせることで、
⼈間以上 に⾼精度、かつリアルタイムに災害や事故等の発⽣を⾃動検知し、
近くの警備員等に知らせることが可能となる。



説明原稿

現在⽇本が抱える医療格差という問題に対しても、5G技術の活⽤による
解決をめざしていく。

ドコモはこれまでも、5Gと遠隔医療という観点で実験を重ねてきたが、
今年度は移動診療⾞での遠隔医療実験に挑戦する。

これら、今⽇ご紹介した事例については、2018年12⽉6⽇、7⽇ 東京ビッグサイトで⾏われる
DOCOMO Open Houseでの公開を予定しており、
是⾮ご来場いただき、実際にご覧頂きたい。



説明原稿

最後に、お客さま還元の実施と、お客さま接点の進化について。



説明原稿

まずは、初めてスマホをお使いになる⽅へ向けた、新たなお客さま還元について。

明⽇11⽉1⽇より、フィーチャーフォンをご利⽤のお客さまにも、安⼼してスマートフォンの価値
を体感頂ける、「ウェルカムスマホ割」の提供を開始する。

「docomo with」に加えて「ウェルカムスマホ割」を適⽤することで
980円からご利⽤いただける。



説明原稿

ここで、今後の料⾦に関するドコモの⼤きな⽅針をお伝えしたい。

これまで、お客さまの多様なニーズに合わせて様々なお客さま還元を実施してきたが、
その⼀⽅で、料⾦プランが「複雑で分かりにくい」「お得感が感じられない」というお客さまの声を
頂いている。

「カケホーダイ&パケあえる」を提供してから、様々な割引サービスを追加提供してきたこともあり
複雑になっていることは確かであるため、ドコモはお客さまのこのような声を真摯に受け⽌め、
真にお客さまに選ばれ続けるドコモになるために、
シンプルで分かりやすい料⾦プランに⼤胆な⾒直しを⾏う。



説明原稿

さらに、シンプルで分かりやすい料⾦プランを導⼊にあわせて、
お客さまのご利⽤状況に応じて異なるが、
2割〜4割程度ご利⽤料⾦を低廉化させたいと考えている。

これにより、1年あたり最⼤4,000億円規模となるお客さま還元を実⾏したい。

料⾦プランの詳細、提供条件についてはこれからの設計であり、発表及び提供開始時期は、
2019年度第１四半期を予定している。

新たな料⾦プランでは、シンプルでわかりやすいこと、お客さまがおトクを実感していただけること、
この２つを第⼀に考え、ご⽤意させていただく。



説明原稿

次にお客さまの快適な体験について。

現状、サンプル調査の結果、ドコモショップでのお客さまの待ち時間、
および応対時間は平均2時間超となっており、ご迷惑をおかけしている。

その対策の⼀つとして、まずは料⾦をシンプルにする。
そして、来店予約の拡⼤、説明⽅法の⾒直しなどで待ち時間・応対時間の短縮に取り組む。

来店予約については、予約枠を拡⼤した店舗を18年度中に全国300店舗まで、
2019年度中に1,000店舗まで増やす予定である。

また、WEBの強化、マイクロマーケティングの推進、チャネル間の連携によって
お客さまのニーズに応じた対応⼒の強化に努める。

以上の取組みを進め、2019年度中には、現在の待ち時間・応対時間を約半分にしていく。
2020年度以降も更に短縮するために取り組んでいく。



説明原稿

以上を踏まえて、中期オペレーション指標はご覧の通り。

会員、パートナーを拡⼤させ、ご利⽤機会やビジネス導⼊の機会を創出し、
ドコモ各事業の成⻑を実現。
未来に向けては、5G投資を積極的に⾏い、持続的な成⻑を実現する。

また、お客さまにはドコモを⻑くお使いいただけるよう、更なるおトクと快適さをご提供する。



説明原稿

また、財務⽬標はご覧の通り。

お客さま還元によって減益を⾒込むが、しっかりと顧客基盤を強化することで、
ここまでご説明した通り、それを⼟台としたスマートライフビジネスや法⼈ビジネス、
5Gビジネスの成⻑を実現し、2021年度営業収益5兆円、
2023年度には2017年度⽔準である営業利益9,900億円への回復を着実に実⾏して
いきたい。



説明原稿

中期経営戦略のサマリーはご覧の通り。

繰り返しになるが、

中期経営戦略の基本⽅針は、「会員を軸とした事業運営への変⾰」と、
「5Gの導⼊とビジネス創出」に舵を切る。

具体的取り組みとして、お客さまからの声にお応えし、
おトクでシンプルな料⾦プランによるお客さま還元を実施する。

これにより強化した会員基盤をパートナーと結びつけることで、
スマートライフビジネス、法⼈ビジネス、5Gビジネス等の収益機会を創出する。

以上の取組みから、2023年度に営業利益を2017年度⽔準に回復させ
2020年代の持続的成⻑を実現する。



説明原稿

株主還元について。



説明原稿

最後に、株主還元について説明する。

お客さま還元の強化を⾏った場合、減益となる⾒込みだが、
中期的にはフリー・キャッシュフローは安定して創出される⾒通しである。
このフリー・キャッシュフロー創出⼒に加え、有利⼦負債が⾮常に低い⽔準にあることから、
この強固な財務基盤を活⽤し、継続的な増配と機動的な⾃⼰株式取得による株主還元を、
今後更に加速させていく⽅針とする。

2018年度の具体的な株主還元について、
まず配当は、従来予想どおり、2018年度は1株あたりの年間配当予想を110円とし、
昨年度から10円増配している。
今後も継続的な増配に向けて、様々な取り組みを⾏っていく。

次に、⾃⼰株式については、6,000億円の取得枠を設定した。
6,000億円の⾃⼰株式取得枠の設定は、2003年度、2004年度と並んで、
当社としては過去最⼤規模となる。

最後に、⾃⼰株式の消却⽅針の⾒直しも⾏った。
これまでは発⾏済株式数の5%程度の⾃⼰株式を⾦庫株として保有してきたが、
今後は保有するすべての⾃⼰株式の消却を検討していく。



説明原稿

ご覧のとおり、当社は継続的な増配と機動的な⾃⼰株式の取得を通じて、
株主還元に努めてきた。

今後も、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の⼀つと位置付け、
株主還元を加速させていく。
特に⾃⼰株式の取得については、資本の効率化に資すると考えており、
ROE等の改善を意識しつつ、資本に対する利益率の向上をめざす。



説明原稿

「選ばれ続け つながり続ける 強いICTサービスパートナーへ」の事業スロ－ガンのもと、
「beyond宣⾔」の着実な実⾏・推進と、「会員を軸とした事業運営への変⾰」、
「5Gの導⼊とビジネス創出」に向けた事業運営を⾏いながら、
事業を通じて、お客さまとパートナーに貢献していきたい。












