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■ トップインタビュー

3チャンネルとデジタルサービスを強化し、
業績・オリジナルコンテンツともに
大きな成果を残せた2012年度

わざき

代表取締役社長
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2012 年度はフルハイビジョン・3チャンネルの放送

“ドラマW・連続ドラマW” 編成チームが第 29 回 ATP

サービスを1 年通じて提供しました。連結売上高は創

賞テレビグランプリ2012で特別賞を受賞。さらに

業以来初の700 億円台、正味加入件数は7 期連続の

WOWOW FILMS『ヘルタースケルター』が興行収入

純増を達成し、前期比 84 千件増加と、直近 10 年で最

約 21 億円を記録しました。特に、“ドラマW・連続ドラ

高の実績となりました。

マW” 編成チームの受賞はドラマW 立ち上げから10

これは、
「UEFA EURO 2012™ サッカー欧州選手

年にわたって質の高いドラマを追求し続け、その作品

権」などの大型スポーツ番組、B’zや安室奈美恵などの

が日本のみならず国際的にも注目を集めていることが

ビッグアーティストの音楽ライブや、
「ダブルフェイス」

評価されたもので、当社のオリジナル番組が着実に力

などのオリジナル番組の充実などがお客さまに評価い

をつけてきたことの証と受けとめています。

ただけたためと捉えています。しかしながら、ロンドンオ

また、
「第 4のチャンネル」として加入者限定の無料

リンピックの逆風もあり、第 2 四半期の新規加入件数獲

番組配信サービス「WOWOWメンバーズオンデマン

得は苦戦、
年度計画12万件を下回る結果となりました。

ド」をスタートさせたことも大きなトピックです。スマー

また、2012 年度はオリジナルコンテンツが相次いで

トフォンやタブレット端末でも視聴を可能にしたことに

高い評価を受けました。
「連続ドラマW 贖罪」
がヴェネ

より、来るべき「テレビ &Web」時代への布石を打つこ

チア国際映画祭正式招待作品として上映されたほか、

とができました。

のぶや

和崎 信哉

●プロフィール
1944
（昭和19）
年生。京都大学教育学部卒業。
1968年NHK入局。
ディレクターとして
「NHK特集 シルクロー
ド」などを担当。総合企画室［デジタル放送推進］局長、理事など
を歴任。2005年、㈳地上デジタル放送推進協会専務理事を経
て、2006年WOWOW会長。2007年6月社長に就任。社外役員
として2010年6月より一般社団法人衛星放送協会会長。

「ダブルフェイス」

“ドラマW・連続ドラマW”編成チームが第29回ATP賞特別賞を受賞
▶詳細は特集編 2 ページ
「Close-up」
参照

次のステージへ
チャンネル編成とデジタルコミュニ
ケーションの強化で事業計画達成へ

さまざまな動画を視聴でき、またユーザーが選択した

2013 年度事業計画の達成に向けて2つの施策を推

い層にも当社のコンテンツを認知していただくととも

2012 年度の正味加入件数は直近 10 年で最高の数

に、ユーザーに新たなコンテンツとの出会いの場を提

字、利益面では公表した業績予想を上回り、増収増益を

供し、エンターテインメントの領域を広げていただくこ

達成するなど、フルハイビジョン・3チャンネル通年化の初

とを目指します
（財務編 5 ページ参照）。

年度を無事に終えることができました。株主の皆さまのご

動画と親和性のある動画がレコメンドされる機能も備
えたサイトです。既存のプロモーション等に反応しな

し進めたいと考えています。
1つは、チャンネルの編成強化です（右記「各チャン
ネルの強化方針」参照）。例えば、強化方針に基づき、
オリジナルドラマではこれまでのサスペンスドラマや社
など、新ジャンルに挑戦していきます。
ケーションの強化です。
まず、加入者向けは「WOWOWメンバーズオンデマ
ンド」だけでしか見られないコンテンツを配信するほか、
開していきます。そして、Webにおける新たなサービ

6,000円の配当を実施します。また、株式分割・単元株

オリジナルドラマでは新ジャンルに挑戦、海外
ドラマは各曜日のジャンル化などを行なって、
ドラマの打ち出しを強化。

もう1つの施策は、お客さまとのデジタルコミュニ

メンバーズオンデマンド先行放送などの取り組みを展

支援に心より御礼申し上げ、1株当たり2,000円増配し、

各チャンネルの強化方針

会派ドラマだけではなく、ヒューマンドラマを手がける

音楽やスポーツ番組等で生中継を増加、
さらに
「WOWOWメンバーズオンデマンド」
との連動
を図り、一体的なサービスを提供する。
特集編成と新作枠という基本構造を維持しつ
つ、新たな映画レコメンド枠の立ち上げやWeb
との連動で、新しい映画ファンの獲得と囲い込みを図る。

スとして「W 流（ダブリュウ）by WOWOW」というサイ

ここでしか見ることのできないコンテンツを用意
し、
「第4のチャンネル」
として大きく展開する。

トを開始します。これは加入・未加入を問わず、無料で

「テレビ &Web」
の新時代を見据え
さらなる飛躍を目指す

制度を採用する2013 年度につきましても、2012 年度と
同額の1株当たり60円の配当（株式分割実施前換算
6,000円）
を予定しております
（特集編 4ページ参照）
。
フルハイビジョン・3チャンネル放送と第 4のチャン
ネル「WOWOWメンバーズオンデマンド」。「テレビ
&Web」
の新しい時代においてもNo.1プレミアム・ペイ
チャンネルとしての地位を維持するとともに、次のス
テージへの飛躍を目指していきます。飽くなき挑戦を
続ける、WOWOWの今後にご期待ください。

（単位：百万円）

エンターテインメント好きを
WOWOWファンにする
新しいコミュニケーションサイト

URL ： st.wowow.co.jp

4月30日（火）誕生！

「W流 by WOWOW」
がスタート
▶詳細は財務編 5 ページ
「Focus」参照

売上高
経常利益

2011 年度
実績

2012 年度
実績

2012 年度
計画

前期比

計画比

66,583

70,542

70,700

105.9%

99.8%

5,027

6,822

5,500

135.7%

124.0%

連結収支 前期・計画対比
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決 算のご報告

2012年度の業績の概況と2013年度業績見通し
■ 連結業績の推移

正味加入件数、連結売上高ともに好調で増収増益を達成

●売上高

POINT・1 正味加入件数は直近10年で最高の数字を記録。
連結売上高は創業以来最高値を更新

80,000

66,583

フルハイビジョン・3チャンネルの放送サービスを1年を通じて提供した2012年度は、
累計正味加入件数は

2,631,418件、
正味加入件数は前期比83,856件と直近10年で最高の数字を記録しました。
加入件数の伸びにより
有料放送収入が対前期比で増加したことが寄与し、
連結売上高は705億42百万円と過去最高額を更新しました。

POINT・2 番組費・広告宣伝費を中心に営業費用は増えたものの、
増益を達成

フルハイビジョン・3チャンネルの通年化及び大型スポーツ番組の放送等に伴い、番組費及び広告宣伝費を中

りました。
当期純利益は42億94百万円と前期に比べ8億97百万円
（26.4%）
の増益となりました。

は年度計画1株当たり4,000円に2,000円増配し、6,000円の期末配当を行います。
また、次期の期末配当は、1株

当たり60円を予定しております。
当予想配当は、2013年10月1日付で、普通株式1株を100株の割合で株式分割
実施した後の金額であり、株式分割実施前に換算すると1株当たり6,000円に相当します。

■ 決算ハイライト
（連結）
売

上

高

営業利益

3

70,542百万円
（前期比

20,000

2,000

5.9%増）

6,420百万円
（前期比 32.9%増）

経常利益

6,822百万円
（前期比 35.7%増）

当期純利益

4,294百万円
（前期比 26.4%増）

（単位 ： 千件）

2,500
2,000

2,490
アナログ>>>

478

2,512
149

2,548

2,711

1,500

500
0

6,822

2,013

2,362

2,548

2,631

2,711

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度
予想

（単位 ： 百万円）

6,000

2,000

2011年度 2012年度 2013年度
予想

●１株当たり配当金（年間）
※1 開局20周年及びフルハイビジョン・3チャンネル
開局記念配当1,000円を含みます。
※2 2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合
で株式分割を行います。次期予想については、株式分割
を考慮した額を記載しております。
（単位 ： 円）
8,000
80

6,000

60

※2

2,000
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2011年度 2012年度 2013年度
予想

8,000

2,000

4,000
※1

7,300

4,830

●当期純利益

4,000

4,000

デジタル>>>

7,500

5,027

6,000

1,000

（単位 ： 百万円）

0

4,000

0

2,631

2011年度 2012年度 2013年度
予想

●経常利益

■ 累計正味加入件数推移（各期末時点）
3,000

6,420

4,000

0

（単位 ： 百万円）

8,000

40,000

6,000

フルハイビジョン・3チャンネル通年化を経て、今後安定的な利益還元もできる体制が整ったと判断。
当事業年度

71,500

6,000

8,000

POINT・3 期末配当は1株当たり6,000円に

70,542

●営業利益

60,000

心として営業費用は前期に比べ増加しましたが、売上高の増加により営業利益は64億20百万円と前期に比べ
15億90百万円
（32.9%）
の増益、経常利益は68億22百万円と前期に比べ17億94百万円
（35.7%）
の増益とな

（単位 ： 百万円）

2011年度 2012年度 2013年度
予想

0

3,397

4,294

4,600

2011年度 2012年度 2013年度
予想

● １株当たり当期純利益

※ 2013年度末における1株当たり当期純利益
については、
株式分割を考慮した額を記載し
ております。
（単位 ： 円）
400

40,000

29,775.84 318.95
※

300

60

30,000

40

20,000

200

20

10,000

100

0

0

23,553.98

2011年度 2012年度 2013年度
予想

0

※おことわり 本紙に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向などが含まれております。ただし、業績に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。

■ 連結貸借対照表の概要
（単位：百万円）

前期末

当期末

前期末

当期末

（2011年度）

（2012年度）

（2011年度）

（2012年度）

40,000

負債・純資産
合計

資産合計

60,000

50,000

■ 連結損益計算書の概要

56,227
資産合計

70,000

47,656
負債
18,320

流動資産
25,402

80,000

期

当 期
（2012年度）

56,227

負債・純資産
合計

47,656

前

（2011年度）

負債
22,642

流動資産
34,260

70,542
66,583

60,000
37,923

30,000
6,000

20,000

10,000

固定資産
22,253

固定資産
21,967

純資産
33,584

0

POINT・1 資産 現金及び預金、番組勘定が増加

当連結会計年度における総資産は、562億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ85億71
百万円の増加となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金、番組勘定が増加したことによるも
のです。

POINT・2 負債 2012年4月20日にシンジケートローン契約を締結

2014年3月末を弁済期限とした当該シンジケートローン契約に基づく借入は、合計3,000百万円。
2012年度は一部を弁済し、2013年3月末の借入金残高合計は1,500百万円となりました。

POINT・3 純資産 1株当たり年間配当金が6,000円に

2011年度は普通配当3,000円に開局20周年及びフルハイビジョン・3チャンネル開局記念配当
1,000円を加えた4,000円でしたが、2012年度は2,000円増配し、
普通配当6,000円となりました。

営業
外収益
454

6,822

26,199 6,420
販売費
及び
一般
管理費

4,830 5,027
3,397

3,000

0

POINT

売上
原価

9,000

純資産
29,335

（単位：百万円）

売上高 営業
利益

経常 当期 売上高
利益 純利益

特別
利益
30

営業
外費用
52

営業利益

経常利益

法人税等
合計及び
少数株主利益

特別 2,527
損失
4,294
30

当期
純利益

POINT 連結経常利益／前期との差について

当連結会計年度における経常利益は68億22百万円と前期に比べ17億94百万円の増益となりま
した。増加要因としては主に累計正味加入件数が前期に比べ83,856件増加したこと等により視聴料
等収入が増加したこと、減少要因としては、主に番組費と広告宣伝費の増加等があげられます。
■増加要因
（＋）
視聴料等収入の増加

（単位：百万円）

＋4,086

■減少要因（△）

（単位：百万円）

番組費の増加

△ 1,109

顧客対策費の減少

＋385

広告宣伝費の増加

△ 1,025

持分法による投資損益の増加

＋249

減価償却費の増加

△ 333

限定受信関連変動費の減少

＋246

厚生年金基金脱退に伴う費用の計上

△ 329

その他
△ 374
※各要因の数値は前年同期との差異、
“＋”が増加要因
※限定受信関連変動費：B-CASカード発行にかかる負担金や有料放送視聴時のスクランブル信号送信にかかる手数料など
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Focus 解説

デジタルコミュニケーションの強化
加入者向け

加入者、未加入者向け

「WOWOWメンバーズオンデマンド」
を用い、放送と連動したサービスを展開

「W流
（ダブリュウ）by WOWOW」
がスタート

加 入 者 限 定の無 料 番 組 配 信サービス
「WOWOWメンバ ーズオンデマンド」では、
2013 年度より未放送の試合を含めたスポー

ツ番組などのライブ配信を実施しています。5月には「全仏オープンテニス」に
おいてメンバーズオンデマンドでしか見られない試合を配信するなど、加入者
向けのサービス強化に取り組んでいます。また、スカパー！とひかりTV 経由の

エンターテインメント好きを
WOWOWファンにする
新しいコミュニケーションサイト

URL ： st.wowow.co.jp

4月30日（火）誕生！

「W流 by WOWOW」
ホーム画面

お客さまにも
「WOWOWメンバーズオンデマンド」
をご利用いただけるようにな
りました。
最新のラインナップやご利用方法などは、特集編 1 ページをご参照ください。
写真：ロイター /アフロ

2013 UEFA 女子サッカー
欧州選手権
放送

7月11日
（木）～28日
（日）
●4試合を生中継！
WOWOWメンバーズオンデマンド

●準々決勝、準決勝、決勝をライブ配信
過去の実績
（写真左より）ラファエル・
ナダル 写真：AP/アフロ、
ノバク・ジョコビッチ 写真：

写真：アフロ

をお楽しみいただけるサイト「W 流 by WOWOW」を開設しました。「W 流」と

は、スポーツ中継のダイジェスト映像、歌手やスポーツ選手のインタビュー、
映画の予告編などの動画を無料でご視聴いただけることに加え、お客さまが選

択したコンテンツと親和性のあるコンテンツがレコメンドされる機能を備えたサ

イトです。

能をご利用いただくと、テニスプレイヤーのインタビュー動画などが提案されま

フロ、マリア・シャラポワ 写
真：ロイター /アフロ
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2013 年 4月30日、パソコンなど※を通じてお客さまにエンターテインメント

例えば「全仏オープンテニス」のダイジェスト動画をご覧になりレコメンド機

Action Images/ア フ ロ、
錦織圭 写真：ロイター /ア

全仏オープンテニス
放送
5月26日
（日）
～6月9日
（日）
連日生中継
●初日無料放送＆WEBでも無料ライブ配信

2013 UEFA U-21 サッカー欧州選手権
放送
6月7日
（金）～18日
（火）
●全15試合のうち7試合をお届け！

●未放送試合も含めたライブ配信を期間中、実施

●全15試合を完全ライブ配信

WOWOWメンバーズオンデマンド

親和性のあるコンテンツが
レコメンドされた状態

WOWOWメンバーズオンデマンド

す。「W 流」により既存のプロモーション等に反応しない層に当社のコンテンツ

を認知していただくとともに、お客さまに新たなコンテンツとの出会いを提供し、
お好みのエンターテインメントの領域を広げていただくことを目指します。

※第2四半期にスマートフォン、
タブレット端末に対応予定。

会 社 情 報
●会社概要

（2013年3月31日現在）

社名……………… 株式会社WOWOW

ホームページアドレス… http://www.wowow.co.jp/

主な事業内容……… 放送法に基づく基幹放送事業および一般放送事業

放送チャンネル…… デジタル放送
テレビ
BSデジタル191、192、193ch
データ放送 BSデジタル791、792ch

設立……………… 1984年12月25日

従業員……………… 連結377名

代表取締役社長

和崎

信哉

常務取締役
黒水
		
		

則顯

佐藤

和仁

取締役

橋本

元

船越

雄一

山崎
		

一郎

取締役（非常勤） 飯島
		

一暢

坂田 進恒

武田 信二
		

丸山 公夫
		
吉田 守
山本

敏博

常勤監査役

増山 秀夫

監査役

草間

高志

池内 文雄

橘
		

高明

（2013年6月21日現在）

マーケティング、営業、
デジタルコンテンツ担当
兼 マーケティング局長
経営戦略担当
IR経理担当

編成制作、事業担当

人事総務、
リスク管理・コンプライアンス担当
技術担当

株式会社サンケイビル
代表取締役社長 社長執行役員

株式会社東京放送ホールディングス
専務取締役

日本テレビホールディングス株式会社
常務取締役
パナソニック株式会社
株式会社電通

本社…………………… 〒107-6121
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
TEL.03-4330-8111㈹

株式会社WOWOWコミュニケーションズ

放送センター…………… 〒135-8080 東京都江東区辰巳2-1-58

横浜カスタマーセンター…… 〒220-8080 横浜市西区みなとみらい3-3-1
0120-580-807

常務取締役

執行役員

株式会社朝日新聞社

顧問

顧問

元 株式会社日立プラントテクノロジー
常勤監査役

事業、
カスタマーセンター構築ソリューションをはじめとする顧客管理業務全般

株式会社ワウワウ・ミュージック・イン
WHDエンタテインメント株式会社

音楽著作権事業
コンテンツ制作・調達業務

株式会社放送衛星システム

放送衛星の調達・運用業務

デジタル放送の限定受信システム
（CAS）
のICカード発行・管理業務

株 式 の 状 況 （2013 年 3月31日現在）

株 主 メモ

発行済株式の総数………… 144,222株

決算期……………… 3月31日

●大株主一覧

基準日………………… 3月31日

定時株主総会……… 6月

株主数…………………… 8,467名

株主名
株式会社フジ・メディア・ホールディングス
株式会社東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網株式会社
パナソニック株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・株式会社電通口）
株式会社東芝
新井隆二
株式会社日立製作所

持株数（株） 持株比率
（%）
14,422
9.99
13,977
9.69
13,082
9.07
11,004
7.62

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社
株式会社朝日新聞社

7,004

4.85

7,000
6,473
5,260

4.85
4.48
3.64

2,901
2,776

2.01
1.92

（注）
持株比率につきましては、
小数点第3位を切り捨てて表示しております。

株 主 名 簿 管 理 人… 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関

同連絡先……………… 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10 番 11 号
0120-232-711

公告方法…………… 電子公告
ただし電子公告によることができない事故その他
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞
に掲載する方法により行なう。

ご注意

電子公告掲載のホームページアドレス
http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/

1. 株主さまの住所変更、
買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、
口座を開

設されている口座管理機関（証券会社等）
で承ることとなっております。
口座を開設さ

●所有者別一覧

れている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）
では

お取扱いできませんのでご注意ください。

所有株主数／合計8,467名

金融機関 30名
（0.35％）
■
金融商品取引業者 20名
（0.24％）
■

■外国法人等
99名
（1.17％）

■その他の国内法人
230名
（2.72％）

みずほ証券株式会社

テレマーケティング業務受託、各種コンタクトセンター受託運営、会員サービス

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ

札幌カスタマーセンター…… 札幌市中央区

単体276名

●取締役及び監査役

●関係会社

沖縄カスタマーセンター…… 那覇市壺川

営業放送開始…… デジタル放送 2000年12月1日
資本金…………… 50億円

●所在地

■個人・その他
（持株会等）
8,087名
（95.51％）

所有株式数／合計144,222株

■金融機関
18,485株
（12.82％）

■個人・その他
（持株会等）
23,395株
（16.22％）

証券保管振替機構■
1名
（0.01％）

金融商品取引業者 892株
（0.62％）
■
外国法人等 5,577株
（3.87％）
■

■その他の国内法人
95,870株
（66.47％）

証券保管振替機構■
3株
（0.00％）

三菱UFJ信託銀行が
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、

口座管理機関となっておりますので、
上記特別口座の口座管理機関
（三菱UFJ信託銀行）

にお問合せください。
なお、
三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

外国人等の株主名簿への記録の制限

当会社は、次の各号に掲げる者（以下、
「外国人等」
という。）
が当会社の議決権の
5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得し
た株式について、株主名簿に記録することを拒むことができる。
1.日本の国籍を有しない人 2.外国政府またはその代表者 3.外国の法人または団体

特集編 はこちらをご覧ください。
▶▶▶
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財務編 は裏面表紙
からご覧ください。

ドラマティックな毎日を。新作ドラマが

忘れられない瞬間を。観客席の感動と

毎日観られるエンターテインメントチャンネル

特集編

映画のある人生を。初放送タイトルが

興奮をお届けするライブ専門チャンネル

年間約800本の24時間映画専門チャンネル

激闘アクション月間！
【スパイダーマン一挙放送編】● 7月6日（土）

  「パンとスープとネコ日和」

● 7月21日
（日）
スタート
（全 4 話）
【第 1 話無料放送】

ウィンブルドンテニス  ● 6月24日（月）〜 7月7日（日）連日生中継

「アメイジング・スパイダーマン」
ⓒ 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | Marvel, and the
names and distinctive likenesses of Spider-Man and all other Marvel characters:
TM and ⓒ 2013 Marvel Entertainment, LLC & its subsidiaries. All Rights Reserved.

※30日
（日）
除く
【初日無料放送】 ※WOWOWプライム、WOWOWライブで放送

（写真左より）
ロジャー・フェデラー、ノバク・ジョコビッチ、錦織圭 写真：ロイター /アフロ、
マリア・シャラポワ 写真：Action Images/アフロ

ROCK IN JAPAN
FESTIVAL 2013

●8月2日
（金）
・3日
（土）
・4日
（日）
3日間連日 午後3時〜生放送！

「ザ・フォロイング」

● 7月9日
（火）
スタート
（全 15 話）
【第 1 話無料放送】
ⓒ Warner Bros. Entertainment Inc.

株主・投資家の皆さまとのコミュニケーション誌

WOWOW LETTER

激闘アクション月間！
【スパイアクション編】● 7月13日（土）、14日（日）

SUMMER SONIC 2013

●放送決定！

「007 スカイフォール」
SKYFALL ⓒ 2012 Danjaq, United Artists, CPII. 007 and related James Bond
Trademarks, TM Danjaq.

C l o s e - u p “ドラマＷ・連続ドラマＷ”編成チームが

ATP賞テレビグランプリで特別賞を受賞………………… P2

● WOWOWひろば………………………………………………………………… P4

証券コード 4839

WOWOWメンバーズオンデマンド

加入者限定の無料番組配信サービス
お知らせ

ライブ配信

見逃し視聴

ライブラリー

注目のスポーツイベント等を
生中継で配信します。

オリジナルドラマや海外ドラマなどを
放送後から一定期間配信します。

WOWOW がこれまで放送した人気番組が
続々と再集合！

LPGA女子ゴルフツアー ＜オハイオ＞ マラソン・クラシック

スキャンダル 託された秘密

ダブルフェイス

●7月18日
（木）
〜7月21日
（日）

（写真左より）
宮里美香、
上田桃子、
宮里藍、
有村智恵、
上原彩子
Getty Images

WOWOWメンバーズオンデマンドが
4月22日
（月）
よりスカパー！経由のお客様に対応開始。
5月22日
（水）
からはひかりTV経由のお客様に
サービスを開始しました。
※スカパー！ プレミアムサービス光経由でご視聴の方は、
2013年7月1日
（月）
よりサービス提供開始予定です。

サービス対象端末とアプリについて

WOWOWメンバーズオンデマンドは下記の端末で
ご視聴いただけます。
●アップル iPhone/iPad/iPod touch/iPad mini
WOWOWメンバーズオンデマンド
専用アプリ for iOS

Apple App Storeからダウンロード
ⓒ ABC Studios

ストライクバック：極秘ミッション

陸上ワールドツアー ダイヤモンドリーグ

「

下町ロケット」

●Android™ スマートフォン/タブレット
WOWOWメンバーズオンデマンド
専用アプリ for Android™

Google Playからダウンロード

● 6月
30日（日）ほか
（写真左より）
ヨハン・ブレイク
写真：ロイター/アフロ、
ウサイン・ボルト
写真：Panorami C /
アフロ、
アリソン・フェリックス
写真：アフロ、
サリー・ピアソン
写真：ロイター/アフロ

※一部対象外機種もございます。

WOWOWメンバーズオンデマンドお問い合わせ専用ダイヤル
（受付時間 9：00〜20：00 年中無休）

0120-808-997

ⓒ 2011 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBOⓇ and all related
programs are the property of Home Box Office, Inc

WOWOWメンバーズオンデマンド 公式サイト
http://www.wowow.co.jp/mod/

※Android、
Google playは、
Google Inc.の商標または登録商標です。

●今後のWOWOW FILMSラインナップ
WOWOW FILMS

WOWOW FILMS 提供作品

四十九日のレシピ

アンコール！！

熱田家の母・乙美が突然死んだ。娘の百合子は父・良平が心配だからと実家に戻ってくるが、本当

72歳の大決心。妻のため。
ロックでポップな
合唱団で歌うのは、
人生初のラブソング！

●公式HP http://encore.asmik-ace.co.jp/

永作博美主演でお届けする、感動作。
母が遺した“レシピ”が巻き起こす、49日間の再生の物語。

ロンドンの合唱団を舞台に、一組の老夫婦とその家族や

は自らの夫との間に問題を抱え、憔悴しきっての帰郷だった。
そんな折、百合子と良平の元に派手

仲間たちが、何かに傷つきながらも＜もう一度人生を楽
しむ＞、拍手と感動の
【カムバック・エンタテインメント】
が、
ここに誕生！！

な服装の不思議女子イモと、
日系ブラジル人の青年ハルが現れる。生前の乙美に頼まれ、残された
家族の面倒を見にきたのだと言うイモは、
乙美がとある
「レシピ」を書き残していること、そして
四十九日には法要ではなく大宴会をするのが乙美の希望だったということを2人に伝える。
こうし
て、
“四十九日の大宴会”を迎えるまでの、
おかしな4人での共同生活が始まるがー。
監督：タナダユキ 脚本：黒沢久子 原作：伊吹有喜
（ポプラ社刊）
出演：永作博美、
石橋蓮司、
岡田将生、
二階堂ふみ、
原田泰造 他
●2013年 秋 新宿バルト9、
有楽町スバル座 他 全国ロードショー
ⓒ 2013 映画「四十九日のレシピ」製作委員会

●6月28日(金)TOHOシネマズ シャンテ ●7月5日
（金）
全国公開！

ⓒ Steel Mill (Marion Distribution) Limited 2012 All Rights Reserved.

監督・脚本：ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
主演：テレンス・スタンプ、
ヴァネッサ・レッドグレイヴ、
ジェマ・アータートン、
クリストファー・エクルストン
主題歌：セリーヌ・ディオン
提供：アスミック・エース、
WOWOW
配給：アスミック・エース
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「連続ドラマW 推定有罪」

「連続ドラマW 下町ロケット」

東京ドラマアウォード2012 個人賞＜スタッフ部門＞演出賞
第27回フリブール国際映画祭 国際批評家連盟賞

アジア・テレビジョン・アワード2012 連続ドラマ部門 ノミネート
第29回ATP賞テレビグランプリ2012 ドラマ部門 優秀賞

“ドラマW・連続ドラマW”編成チーム

第29回ATP賞テレビグランプリ2012 特別賞

「WOWOW 開局20周年記念番組
ドラマWスペシャル 倉本聰『學』」

その他

中村勘三郎 魂の舞台 三島村歌舞伎「平家女護島 俊寛」

アジア・テレビジョン・アワード2012 単発ドラマ・テレビ映画番組部門 最優秀賞
ギャラクシー賞2012年10月度月間賞

平成24年度文化庁芸術祭 テレビ・ドラマ部門 優秀賞

第2回衛星放送協会オリジナル番組アワードオリジナル番組賞中継番組部門最優秀番組
2012年（平成24年）
日本民間放送連盟賞 番組部門 テレビドラマ番組【最優秀】

WOWOW開局20周年記念番組 三谷幸喜「short cut」

アジア・テレビジョン・アワード2012 単発ドラマ・テレビ映画番組部門 ノミネート
2012年（平成24年）
日本民間放送連盟賞 番組部門 テレビ教養番組【優秀】

WOWOW 開局20 周年記念番組
三谷幸喜「short cut」

WOWOWオリジナル番組
「ブルーマン×鼓童 BLUEMAN MEETS 和太鼓」、
「ブルーマン×市川亀治郎 BLUEMAN MEETS 歌舞伎」

バンフ・ワールド・メディア・フェスティバル2012 ＜アート&パフォーミングアート部門＞ ノミネート
第40回国際エミー賞 芸術番組部門 ノミネート

WOWOW×TBS共同制作ドラマ「ダブルフェイス」西島秀俊氏

ギャラクシー賞2012年10月度月間賞

WOWOW FILMS『ヘルタースケルター』沢尻エリカ氏

第36回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞

WOWOW

FILMS

WOWOW FILMS『ヘルタースケルター』寺島しのぶ氏

2

回ＡＴＰ賞テレビグランプリ２０１２

「贖罪 インターナショナル版」
（「連続ドラマW 贖罪」
を270分に再編集）

「ノンフィクションW スケッチトラベル 〜
『トイ・ストーリー3』
を作った男が生んだもう一つのストーリー」

第

東京ドラマアウォード2012 作品賞＜連続ドラマ部門＞優秀賞

「連続ドラマW 贖罪」黒沢清氏

「ドラマWスペシャル 尾根のかなたに〜父と息子の日航機墜落事故〜」

において、ＷＯＷＯＷのオリジナルドラマ製

第69回ヴェネチア国際映画祭正式招待作品

「連続ドラマW 贖罪」

「WOWOW開局20周年記念番組 ドラマWスペシャル 倉本聰『學』」

作の実績が認められ、特別賞として“ドラマ

“ドラマＷ・連続ドラマＷ ” 編成チーム

● 2012 年度 主な受賞、ノミネート作品一覧

「連続ドラマW 贖罪」

Ｗ・連続ドラマＷ”編成チームが表彰されま

した。ＡＴＰ賞テレビグランプリは、制作会

社のプロデューサーやディレクターを審査員

優れた作品を選出・表彰しています。

とし、毎年１００本以上の応募作品の中から

当社は、オリジナルドラマ製作プロジェク

ト と し て、２ ０ ０ ３ 年 に「 ド ラ マ Ｗ 」を、

２００８年には
「連続ドラマＷ」
をスタートさ

せましたが、 年にわたって質の高いドラマ

を追求し続け、その作品が日本のみならず国

際 的にも 注 目を 集めていることが高く評 価

され、今回の受賞に至りました。また、ドラ

マ部門では「連続ドラマＷ 下町ロケット」が

２０１２年度はこの他にも、
「ドラマＷスペ

優秀賞を受賞しました。

シャル 倉本聰『學』」
がアジア・テレビジョン・

アワード２０１２で最 優 秀 賞を、
「ドラマＷ

年度文化庁芸術

スペシャル 尾 根のかなたに〜 父と 息 子の日

航機墜 落 事 故 〜」が平 成

祭で優秀賞を受賞するなど、オリジナル番組

の受 賞 数が過 去 最 高となりました。これか

らもＷＯＷＯＷはオリジナルコンテンツの充

実を図り、上質なエンターテインメントをお

届けしていきます。

24

10

29

第36回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞

“ドラマＷ・連続ドラマＷ”編成チームが
ＡＴＰ賞テレビグランプリで特別賞を受賞

Close-up

Brand Topics
月

株式会社ベースボール マ
･ガジン社が発行するテニス
の専門雑誌「テニスマガジン」と共同で、テニスの総合サ
リー）」を１月
日に立ち上げました。グランドスラム

イト「 ＴＨ Ｅ Ｔ Ｅ ＮＮ Ｉ Ｓ ＤＡ ＩＬ Ｙ（ テニスデイ

るテニスマガジンがコラボレーションすることで、「知る」

いるＷＯＷＯＷと、試合の技術や戦術を網羅的に伝え

をはじめ、年間を通じて世界最高峰の大会を放送して

10

メディアです。

いう、テニスに関する全てのニーズを叶えていく新しい
サイトでは、両社の取材力を活かして「全仏オープン
テニス」などの世 界 大 会の最 新 情 報を動 画も交えて配
信したり、国 内のジュニアや実 業 団の動 向などの幅 広
日にはサイトオープンを記念して「春季テニスレッス

い情報も”
デイリー“
でお伝えしています。さらに、３月

きます。

して「ＴＨＥ ＴＥＮＮＩＳ ＤＡＩＬＹ」を展開してい

テニスファンとテニスプレーヤーとをつなぐメディアと

これからもデジタルの世界とリアルな世界の双方で、

得ました。

迎えて行われたレッスンは、参加者の皆さまから好評を

ン」を開催。日本のトップクラスのプレーヤーを講師に

30

て、昨年のシンディー・ローパーのライブに引き続き企
当 日はジャーニーの武 道 館ライブをＷＯＷＯＷライ

画したものです。
ブで生放送しつつ、全国 の劇場に同時生中継。東北

ＢＣ）
、東北放送（ＴＢＣ）、テレビユー福島（ＴＵＦ）に
番組を無償で提供し、
３月 日に放送されました。

ため、地域のテレビ局であるアイビーシー岩手放送（Ｉ

また、被災地方に住むより多くの方に触れていただく

ＩＰＰＯ ＮＩＰＰＯＮ」
に寄付されました。

収益は、経済同友会主催の支援プロジェクト「ＩＰＰＯ

全国的に大きな反響をいただきました。会場における

りました。さらにＳＮＳ上にも多くの投稿が寄せられ、

て応援する人もいて、興奮と熱気に包まれた２時間とな

のお客さまが続々と入場。オープニングから立ち上がっ

無料招待チケットは全て予約発券され、当日は幅広い層

地には震災の傷跡がいまだ深く残っていますが、
それでも

３県の４会場でお客さまを無料ご招待しました。被災

18

活動するロックバンド、ジャーニー。当社は彼らと共同
れは「エンターテインメントにできること。」の一環とし

で、３月 日に被災地支援イベントを開催しました。こ
11

ン出身のボーカル、アーネル・ピネダとともに精力的に

１９７０〜８０年代に一時代を築き、現在もフィリピ

イベントの様子

3

テニスの総合サイト
「ＴＨＥ ＴＥＮＮＩＳ ＤＡＩＬＹ
（テニスデイリー）」
を
立ち上げ

「春季テニスレッスン」
の様子

「読む」「観る」「調べる」「楽しむ」、そして「参加する」と

●テニス総合サイト
「THE TENNIS DAILY
（テニスデイリー）
」
URL http://www.thetennisdaily.jp/

日に
「ジャーニー ライブ・イン・ジャパン ２０１３」
を開催

11
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株主・投資家の皆さまとの対話を深める

WOWOWひろば

株主優待の一つとして、WOWOW 視聴料が 3カ月分無料となる
「視聴優待」
もご用意しています。
WOWOW の魅力を体感いただける視聴優待を、ぜひご利用ください。
IRサイトを一部リニューアル

WOWOW の株主優待
9月30日現在の株主名簿に記載された所有株式数1株以上の株主の皆さまに、
1、
2のいずれかを贈呈

視聴優待
● WOWOW 視聴料
3カ月分無料

QUO カード
● WOWOW 特製 QUOカード
2,000 円分

または

1 を選択し、さらに2 年以上継続して所有いただいている株主の皆さまには、

● WOWOW 視 聴 料がさらに1カ月分 無 料 ▶ 合 計 4 カ月分 無 料（※）

2013年3月、IRサイト
を一部リニューアルしま
した。個人投資家の皆様
へのページを更新したほ
か、
コーポレートガバナン
スのページを新設いたし
ました。

▶ 個人投資家の皆様へ TOP > IR情報 > 個人投資家の皆様へ

▶ IR資料室 TOP > IR情報 > IR資料室

http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/private/

http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/ref/

※毎年 3月31日及び 9月30日の自社株主名簿及び実質株主名簿に、連続 5 回以上、同一株主番号にて記載又は
記録された株主さまが対象となります。

視聴優待は1 加入契約につき1 優待となり、同一の加入契約で複数名義の優待は適用いたし
ません。その他の適用条件などの詳細は、WOWOW IR 情報サイトをご確認ください。

▶TOP > IR 情報 > 株主優待 http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/return/
※株主優待制度の内容については2013 年 5月末日現在の内容であり、今後変更されることがあります。
※下記の単元株制度の採用に伴い、2013 年 9月26日( 木 )をもって、東京証券取引所における売買単位も1 株
から100 株に変更されます。9月末の株主権利確定日は2013 年 9月25日( 水 )であるため、株主優待を受け
●
制度のイメージ
● 株主の皆さまへの影響 実質的な変更はございません。
る場合の所有株式数は1
株以上となります。
【投資単位】
株価が300,000円の場合

基 準 日 ： 平成25年 9月30日
効力発生日 ： 平成25年10月 1日
従

来

1株

従

来

300,000円 1株＝300,000円

6,000円 1株＝6,000円

3,000円 100株（1単元）=300,000円

60円 100株
（1単元）
=6,000円

株式分割・単元株制度の採用について
株式分割・単元株
100株
（1単元）
制度導入後

株式分割・単元株

【配当金受取額】
配当金が1株当たり6,000円の場合

当社IR情報サイトで、
「WOWOW
LETTER」のバックナンバーほか、
各種IR資料をご覧いただけます。

加入者限定の楽しい特典が盛りだくさん！
WOWOWメンバー登録をすると、住所変更など、契約

情報の確認や変更がオンラインで簡単にできます。
また、
音楽ライブやスポーツなどを観覧できる特派員など、加

入者限定のプレゼントに応募できます。
さらに、加入者限

定の無料番組配信サービス
「WOWOWメンバーズオン

デマンド」
をご利用いただけます。
イベント招待

試写会・鑑賞券

番組プレゼント

「WOWOWメンバー登録方法」
❶ wowow.co.jpにアクセス
❷
「WOWOWメンバー登録
（無料）
」
を
クリック
❸「ご登録はこちら」
をチェック
詳しくはこちら▶wowow.co.jp/online
WOWOWメンバーズオンデマンド

制度導入後
当社は、2007年11月27日に全国証券取引所が公表した
「売買単位の集約に向けた行動計
WOWOW の新規ご加入お申し込み・お問合せはこちらから
画」
の趣旨に鑑み、
2013年9月30日
（月）
を基準日として株式
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 連絡先 フリーダイヤル 0120-232-711
● 制度のイメージ
● 株主の皆さまへの影響 実質的な変更はございません。
分割を実施するとともに、2013年10月1日
（火）
をもって100
【投資単位】
【配当金受取額】
基 準 日 ： 平成25年 9月30日
9：00〜20：00
効力発生日 ： 平成25年10月 1日
株を1単元とする単元株制度を採用します。
この単元株制度
株価が300,000円の場合
配当金が1株当たり6,000円の場合
年中無休
の採用にともない、2013年9月26日
（木）
をもって、東京証券
6,000円 1株＝6,000円
1株
300,000円 1株＝300,000円
従 来
従 来
http://www.wowow.co.jp/join/
パソコン・ケータイ
WOWOW
検索
取引所における売買単位も1株から100株に変更されます。
株式分割・単元株
株式分割・単元株
なお、株式の分割・単元株制度導入に伴う株主の皆さまへの
3,000円 100株（1単元）=300,000円
100株
（1単元）
60円 100株
（1単元）=6,000円
制度導入後
制度導入後
〜 株主さまアンケートのお願い 〜
実質的な影響はございません。
WOWOWでは、株主の皆さまからのご意見・ご感想を、今後のIR 活動や皆さまとのよりよいコミュニ
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 連絡先 フリーダイヤル 0120-232-711
株 主 名 簿 管 理 人・特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関

0120-580-807

三菱UFJ信託銀行株式会社 連絡先 フリーダイヤル

4

◀◀◀ 財務編 はこちらをご覧ください。

0120 - 232 - 711

ケーションの実現につなげてまいりたいと考えております。つきましては、お手数ですが、同封しており
ますアンケートはがきにご回答のうえ、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

