
説明原稿

2019年度 第1四半期決算 についてご説明する。



説明原稿

2019年度 第1四半期の決算概況について。

営業収益は 前年同期比 174億円減の 1兆1,593億円
営業利益は 312億円減の 2,787億円
年間業績予想に対して順調に進捗している。

また、当社株主に帰属する四半期利益は 260億円減 の 1,923億円
フリー・キャッシュ・フローは 1,043億円増の 1,515億円となった。

減収減益の決算であるが、
今年度は新料金プラン「ギガホ」「ギガライト」の提供による顧客基盤強化、
スマートライフ領域の着実な成長、及び18年度を上回るコスト効率化に取り組み、
中期経営戦略としてお示しした利益回復への道筋を確かなものにしていきたい。



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 184億円の減、 営業利益は 354億円の減

「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 20億円の増、 営業利益は 42億円の増 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 174億円の減 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 お客さま還元影響の拡大等により 186億円の減

■ 光通信サービス収入等は 118億円の増

■ その他の営業収入は 3億円の増

■ 販売関連収入は 端末卸売販売数の減等により 110億円の減

一方、営業費用は ポイント経費の増加等により 138億円の増となったが、これは計画に

織り込んでいるものである。

結果、営業利益は 312億円減の 2,787億円となった。

先ほど申し上げた通り、年間業績予想に対しては順調に進捗している。



説明原稿

dポイントクラブ会員数について。

dポイントクラブ会員数は 7％増の7,131万となった。
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 44％増の 3,616万となった。



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 3%増の 7,890万となった。

解約率はMVNOを除いたベースで 0.58％となった。
また、ハンドセット解約率は、新料金プランの提供、会員を軸としたdポイント及び
新サービスの充実等により解約を減少させることができたため0.45%と大きく改善した。



説明原稿

スマホ・タブ利用数は 5%増の 4,087万となった。

ドコモ光契約数は 18%増の 599万 となり、
7月8日に 600万を突破した。



説明原稿

6月1日から提供開始した新料金プランについては、お客さまから大変ご好評いただいている。

5月22日の予約開始から多くのお申し込みをいただき、7月23日時点で375万となった。
なお、データ通信が多いお客さま向けの「ギガホ」の加入率は 3割弱である。

また、三親等以内でご加入いただけるファミリー割引グループの人数が3人以上であれば
1,000円割引、2人でも500円割引になる「みんなドコモ割」の適用率は 85％程度。
多くのお客さまにおトクにご利用いただいており、「これからもドコモを使い続けたい」、
「料金体系が分かりやすくなった」という声を多数いただいている。

引き続き、ドコモショップ店頭での「料金相談フェア」や One to One のアプローチ等を通じて、
新料金プランへの移行を進めていく。



説明原稿

ARPU について。

第1四半期の 総合ARPUは、各種割引影響を含んだベースで 4,770円。
ドコモ光契約数の増加はあるものの、お客さま還元影響の拡大により、
対前年同期比 30円減となった。



説明原稿

コスト効率化について。

第1四半期では200億円の効率化を実施した。
想定通りの進捗であり、年間予想1,300億円の達成に向け
引き続きコスト効率化に取り組んでいく。



説明原稿

スマートライフ領域の営業利益について。

前年同期比で 10％増の 475億円となった。

なお、今期スマートライフ事業のカテゴリー見直しを行い、
コンテンツ・コマースとライフスタイルを統合した。

営業利益 475億円のうち 各カテゴリーの割合は、
■ dTV や DAZN for docomo 等の 「コンテンツ・ライフスタイル」 が 約15％
■ dカード や d払い 等の 「金融・決済」 が 約20％
■ ケータイ補償サービス 等の 「あんしん系サポート」 が 約45％
■ 「法人ソリューション」を含むその他で 約15％
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 28%増の 1兆1,300億円
そのうち、dカード取扱高は、前年同期比 27%増の 9,100億円となった。

dカード契約数は 5％増の 2,018万となった。
dカードGOLD は引き続き契約数を伸ばし、32％増の 562万契約となった。



説明原稿

スマホ決済の拡大の取り組みについて。

ｄ払いについては、利用者、加盟店数共に順調に拡大しており、
7月14日にアプリダウンロード数が700万を突破。
ｄポイント、iD、d払いがご利用いただける決済・ポイント利用可能箇所は
111万か所となり、順調に拡大している。

また、5月に発表した通り、d払いアプリに新機能を順次追加しており、
6月にお店に設置されたバーコードを「読み取る」決済を提供開始した。

さらに、d払いアプリをご利用のお客さま同士で送金などが可能となるウォレット機能は
9月提供予定である。
加盟店様が提供するサービスをｄ払いアプリからご利用できるミニアプリを今後提供していく。

今後も、「ｄ払い」に様々なシーンで使える新機能を追加し、
お客さまの毎日が便利で、お得になるよう、サービス拡大に取り組んでいく。



説明原稿

dポイントについて。

「dポイント」取扱い店舗の継続的な拡大に努めた結果、
ｄポイント利用は、前年同期比 15％増の 469億ポイント。
そのうち、ｄポイント提携先での利用が260憶ポイント。全体の55％を占めるようになった。

また、dポイント提携先は 476となり、順調に増加している。

6月からdポイントスーパー還元プログラムを開始した。
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パートナーの拡大について。

パートナー数は引き続き順調に拡大しており、ご覧のパートナーさまも含め、
925 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

ここからは5Gの取り組みについてご説明する。

現在5Gのネットワークの構築に取り組んでおり、
9月のラグビーワールドカップを契機に、5Gプレサービスを開始する。

コンシューマー向けにはラグビーワールドカップなど様々なイベントを通じて、5G時代の世界観
を体感頂く。

また、法人パートナーの皆さまとも連携し、地方創生・社会課題解決に向けた取り組みなどを
加速していく。



説明原稿

本日報道発表を実施しているとおり、
9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会において、5Gを活用した
新たな観戦スタイルを提供する。

具体的には、全国8ヶ所のスタジアムにおいて、マルチアングル映像や選手データといった
付加情報を、ドコモが用意した5G端末で確認できる観戦支援サービスを提供予定である。

都内ライブビューイング会場においても、5Gで伝送された複数の高精細映像や音声により
迫力ある試合観戦をお楽しみいただく。



説明原稿

5Gプレサービス開始に先立ち9月12日より開催される東京ゲームショウでは、
当社が「オフィシャル 5G・通信スポンサー」として、5G時代の世界観を体感頂けるブースを
出展する。

ゲーム業界で注目を集めるパートナーの皆さまと、多数同時対戦によるeスポーツ大会や
新しいゲーム観戦体験などを通じて、新しいゲームの世界観を提案していく。

今後も、音楽ライブなどのイベントも含めて、5Gを体験していただく施策を検討していく。



説明原稿

次に、法人向けの取り組みについて。

3月から6月に全国6会場で「5G BUSINESS CAMP」を開催し、
約1,000社、2,500名の皆さまにご来場いただいた。

プレサービスに向け、そこで展示した33事例を含め、
映像伝送やxR等のさまざまなソリューションを推進中である。

「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」にご参加の企業・団体は、
6月末で2,800社を超えた。
今後もパートナー様と、5Gを活用した多くのビジネスを創造していく。

最後に、5Gプレサービスの開始に先立ち、9月18日に5Gプレサービス発表会を開催する。
当日は、コンシューマー向けのサービスや法人向けソリューションのデモ展示も予定しているので、
是非ご期待いただきたい。



中期戦略2020「beyond宣言」の取り組み状況について。

「お客さまへの価値・感動」 の提供に向けた取り組みについては、

【宣言1】 として、 「＋メッセージ」にお客さまと企業とがメッセージでやり取りすることが
出来るよう、機能の拡充を実施する。

【宣言2】 として、 羽根のないドローンを開発した。

【宣言3】 として、しっかり料金シミュレーションなどお客さまに分かりやすいサイトを構築すること
により、WEBシフトを加速し、店頭の混雑を緩和した。
今後も、WEB・電話でのお手続きを機能拡充し、お客さまの利便性向上を推進していく。

説明原稿



「パートナーとの価値・協創」 に向けた取り組みについて。

【宣言4】 として、訪日、在日外国人市場向けソリューションを開発した。

【宣言5】 として、製造業向けに「docomo IoT製造ライン分析」の提供を開始した。

【宣言6】 として、「ファンコネクトSP」の提供を開始した。
このサービスは、会員に向けたマーケティングプラットフォームであり、パートナー企業による
サンプリングやキャンペーンの実施・効果検証を一気通貫で支援できる。

本日ご紹介した以外にも、様々な取り組みを実施しており、
「beyond宣言」 の実行、豊かな未来の実現に向けて、取り組みを加速していく。

説明原稿



⾃⼰株式の取得状況について。

第1四半期までの実施状況はご覧のとおり。

5月7日から6月30日にかけて、
東京証券取引所における市場買付により
約1,945万株、約482億円の⾃⼰株式の取得を実施。

取得枠の残額は、約2,518億円。
今後も市場買付を継続する。

説明原稿



説明原稿

2019年度 第1四半期決算サマリーはご覧の通り。



説明原稿

2019年度は「更なる成長に向けた”変革”を実行する年」と位置付けている。

第1四半期は 市場環境変化に先んじて競争力を強化するため、新料金プランを提供開始
した。引き続き一人ひとりへの最適提案を進めていくことで、顧客基盤を強化していく。

また、5Gプレサービスに向け、各地でネットワークを構築すると共に、
地方創生や社会課題解決に向け、幅広いパートナーの皆さまと協創を進めていく。












