
説明原稿

2019年度 第3四半期決算 についてご説明する。



説明原稿

2019年度 第3四半期決算の決算概況について。

営業収益は 前年同期⽐ 1,381億円減の 3兆5,160億円
営業利益は 1,142億円減の 7,879億円

当社株主に帰属する四半期利益は 652億円減 の 5,423億円
フリー・キャッシュ・フローは 274億円増の 4,143億円となった。

新料⾦プラン「ギガホ」「ギガライト」のお客様還元影響などにより
減収減益の決算であるが、年間業績予想に対して順調に進捗しており、
確実な達成に向けて、引き続き取り組んでいく。



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 1,994億円の減、 営業利益は 1,158億円の減

「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 662億円の増、 営業利益は 17億円の増 となった。

「スマートライフ事業」についてはNTTぷららの連結⼦会社化などにより、
営業収益は599億円の増となる⼀⽅で、営業利益についてはd払いや映像系サービスの
積極的な販売促進などの影響もあり、121億円の減となった。



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 1,381億円の減 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などにより 688億円の減
■ 光通信サービス収⼊等は 383億円の増
■ その他の営業収⼊は NTTぷららの⼦会社化などに伴い538億円の増
■ 販売関連収⼊は 端末卸売販売数の減などにより 1,613億円の減

⼀⽅、営業費⽤は スマートライフ事業において積極的な販売促進に伴う費⽤増が
あったものの、端末機器原価の減などにより 239億円の減となった。
結果、営業利益は 1,142億円減の 7,879億円となった。



説明原稿

dポイントクラブ会員数について。

dポイントクラブ会員数は 7％増の7,345万となった。
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
4,000万を突破し、32％増の 4,065万となった。



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 7,967万となった。

解約率は第3四半期累計で、MVNOを除いたベースで 0.54％。

また、ハンドセット解約率は、競争環境が変化する中でも新料⾦プランの移⾏促進など
の取り組みにより、0.43％と引き続き低い⽔準となった。



説明原稿

スマホ・タブ利⽤数は5%増の 4,146万となった。

『はじめてスマホ購⼊サポート』など各種施策の実施により、
引き続きスマートフォンへのマイグレーションに取り組んでいく。

ドコモ光契約数は 14%増の 633万 となった。



説明原稿

新料⾦プランについては、引き続きお客さまから⼤変ご好評いただいており、
お申込件数は1⽉18⽇時点で1,200万、⼀昨⽇1⽉28⽇時点で1,255万となった。

年間⽬標である1,700万達成に向け、各種キャンペーンを通じ、
新料⾦プランへの移⾏を積極的に進めていく。



説明原稿

具体的な取り組みについて。

12⽉からギガホをご契約のお客さまを対象に、「Amazonプライム」が1年間ついてくる特典や、
「Disney DELUXE」を1年間割り引くキャンペーンを実施している。

さらに、1⽉1⽇から全ギガホ契約者の利⽤可能データ量を60GBに増量する、
「ギガホ増量キャンペーン」を提供開始した。

これらの施策により、新料⾦プランへの更なる移⾏促進を図り、
アップセルやポートイン獲得・ポートアウト抑⽌により、顧客基盤強化を図っていく。



説明原稿

ARPU について。

第3四半期の 総合ARPUは、各種割引影響を含んだベースで 4,710円。
ドコモ光契約数の増加はあるものの、新料⾦プランなどのお客さま還元影響の拡⼤により、
対前年同期⽐ 120円減となった。



説明原稿

コスト効率化について。

第3四半期は累計で740億円の効率化を実施した。
計画通りの進捗であり、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 1％増の 1,364億円となった。

営業利益 1,364億円のうち 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15％
■ ケータイ補償サービス 等の 「あんしん系サポート」 が 約50％
■ 「法⼈ソリューション」を含むその他で 約20％
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 34%増の 3兆8,200億円
そのうち、dカード取扱⾼は、前年同期⽐ 30%増の 2兆9,900億円となった。
各種キャンペーンや10⽉からのキャッシュレス・ポイント還元事業などの効果もあり、
取扱⾼は順調に増加している。

dカード契約数は 13％増の 1,247万。
dカードGOLD は引き続き契約数を伸ばし、31％増の 640万契約。

なお、11⽉に実施したｄカードminiのd払いへのサービス統合に伴い、
dカード契約数からdカードmini契約数を除いている。



説明原稿

d払いについて。

d払い取扱⾼は、前年同期⽐ 3.3倍の 2,600億円となり、順調に増加している。

d払いユーザー数は2.1倍の 2,198万となり、1⽉1⽇に2,200万を突破した。



説明原稿

決済・ポイント利⽤可能箇所は 、前年同期⽐ 46%増の143万か所となった。

また、「d払い」加盟店はスライド記載のパートナーさまを含め、順調に拡⼤している。

引き続き、d払い加盟店の拡⼤、サービス強化などを通じ、
キャッシュレス決済の普及・拡⼤に取り組んでいく。



説明原稿

dポイントについて。

ｄポイント利⽤は、前年同期⽐ 23％増の 1,459億ポイント。
「dポイント」取扱い店舗の継続的な拡⼤に努めた結果、6割に当たる864億ポイントが
提携先で利⽤されている。

また、dポイント提携先は 686となり、引き続き順調に増加している。



説明原稿

パートナーの皆さまとの+d による協創について。

+d パートナーは引き続き順調に拡⼤しており、スライド記載のパートナーさまも含め、
1,145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

本⽇発表した通り、リクルート社と戦略的業務提携を⾏うことに合意した。

両社はそれぞれが保有するID・アカウントの連携を推進し、リクルートの提供する
各種サービスにて「ｄポイント」の貯まる・使える環境を提供する。

また、中⼩個店向けの業務・経営⽀援など、
会員基盤を活⽤したマーケティング事業の創出によるエコシステム拡⼤を両社でめざす。

引き続き、パートナー企業の拡⼤を通じ、お客さまの毎⽇が便利で、
お得になるよう取り組んでいく。



説明原稿

5Gについて。

9⽉20⽇から開始した5Gプレサービスにおいて、全国で様々な実証実験を実施してきた。

ラグビーワールドカップにおいて、スタジアムで撮影した報道写真を、
即時にアップロードする実験も実施した。

その他にも、北海道岩⾒沢市での⾃動⾛⾏トラクターの映像監視、佐賀県
「唐津くんち」でのインターネット中継、⾦沢駅前でのプロジェクションアートなど、
全国31都道府県で取り組みを進めている。



説明原稿

第32回東京国際映画祭において、11⽉2⽇から2⽇間、バーチャルキャラクターと、
リアルな タレントやイベント参加者がVR空間で共演する「Virtual×Real×Tech ライブ
（バーチャル リアル テック ライブ）」を開催した。

本取り組みは、経済産業省のグローバルコンテンツ⽀援事業、J-LOD（ジェイロッド）
に採択された。



説明原稿

3⽉18⽇に、5Gの⾼速・⼤容量を活かした「８KVRライブ」による、
『新体感ライブ CONNECT』と、先⽇CDデビューをしたSixTONES（ストーンズ）
とSnow Man（スノーマン）のコラボによるスペシャルイベントを都内の会場で実施する。

本イベントの模様を、別会場である「渋⾕ストリーム」へ⽣配信し、会場では
5Gで受信した8KVRの⽣配信映像をヘッドマウントディスプレイで視聴することができる。

また、会場に来られない全国のお客さまに向けては、『新体感ライブ CONNECT』
でも有料で配信する。
今後もこのような新たな収益機会を積極的に創出していく。



説明原稿

パートナーとの協創では、プレサービス期間中に幅広い分野で約100事例を創出した。

5Gを活⽤し、「教育の地域間格差解消」や 「産業の⾼度化」、「働き⽅改⾰」など、様々な
社会課題の解決に向けて取り組んでいる。

今後は商⽤サービスにおける社会実装に向け、より幅広いパートナーの皆さまとの協創を
推進し、5Gソリューションによる社会の成⻑加速に貢献していきたい。



説明原稿

ドコモショップ等における5G体験について。

なかなかコンシューマーの⽅々に5Gを体験いただく場がないため、まだ数は少ないが、
各地のドコモショップ9店舗に5G体験コーナーを設置し、
VRによるスポーツ観戦、Magic Leap、『新体感ライブ CONNECT』などを通して、
5Gの世界観をいち早く体感いただけるよう取り組んでいる。
今後も5Gを体験いただけるドコモショップを拡⼤していく。

なお、パートナーさま向けには、各⽀社を中⼼に『ドコモ 5Gオープンラボ』を11拠点で
展開しており、新たなソリューション創出を加速している。



次に、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、海外dポイント加盟店が100店舗を突破した。
また、ハワイでのdポイント提供開始1周年を記念し、
最⼤3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施した。

【宣⾔2】として、タカラトミーとプログラミング教育サービス「embot（エムボット）」
の共同事業を開始した。

【宣⾔３】として、ドコモショップ全店において初期設定とデータ移⾏の無料サポート
を開始した。

説明原稿



次に、「パートナーとの価値・協創」 に向けた取り組みについては、

【宣⾔4】 として、鉄道⾞両内でのダイナミックDOOH（ディー・オー・オー・エイチ）事業
の共同推進について合意した。

【宣⾔5】 として、時間推移に伴う⽇本全国の⼈⼝の変化を把握できるモバイル空間統計
のリアルタイム版を提供開始した。

【宣⾔6】 として、Showcase Gig（ショーケース・ギグ）と資本・業務提携契約を締結した。
d払いミニアプリプラットフォームと連携し、OMO（オー・エム・オー）の浸透をめざしていく。

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



債権流動化について。

ドコモとして初めての取り組みだが、dカード債権の流動化により、
バランスシートの効率化を進める。
今年度末の3⽉より試⾏的に500億円を実施予定であり、資⾦使途は運転資本。

次年度以降は、 dカード債権に加え、端末割賦債権もオフバランスを検討中。
今後の成⻑投資や⾃⼰株式取得などの株主還元に備えて、より⼤規模な流動化の
準備を進める。

資本効率を意識した経営を推進していく。

説明原稿



⾃⼰株式の取得状況について。

第3四半期までの実施状況はスライド記載のとおり。

5⽉7⽇から12⽉31⽇にかけて、
東京証券取引所における市場買付により
約7,080万株、約1,907億円の⾃⼰株式の取得を実施。

取得枠の残額は、約1,093億円。

今後も市場買付を継続する。

説明原稿



説明原稿

2019年度 第3四半期決算サマリーはご覧の通り。



説明原稿

第3四半期は 改正電気通信事業法の施⾏に伴い、市場環境に⼤きな変化があったが、
新料⾦プランの移⾏促進、マイグレーション強化に向けた各種施策を導⼊し、
競争⼒強化に取り組んだ。

また、全国各地で5Gプレサービスの展開を推し進め、商⽤サービス開始に向け、
着実に準備を進めてきた。

年間業績⽬標の確実な達成に向けても、引き続き取り組んでいく。












