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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

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PCのほか下記の端末でご視聴いただけます。

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

●アップル  iPhone/iPad/iPad mini/iPod touch
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

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

WOWOWメンバーズオンデマンド 専用アプリ for Android™
Amazonアプリストアからダウンロード

※一部対象外機種もございます。

●Android™  スマートフォン/タブレット

●Amazon
　Kindle Fire/Kindle Fire HD/HDX8.9

土曜オリジナルドラマ
連続ドラマW　贖罪の奏

ソ ナ タ

鳴曲
2015年1月24日（土）スタート（全4話）

［第1話無料放送］

日曜オリジナルドラマ
連続ドラマW　翳りゆく夏
2015年1月18日（日）スタート（全5話）

［第1話無料放送］

WOWOWがこれまで放送した人気番組が
続々と再集合！

また、WOWOWにご加入していない方でも、オリ
ジナル番組やドラマ、スポーツなど、一部の無料
コンテンツをお楽しみいただけます。

WOWOWメンバーズオンデマンドは 
加入者限定の無料番組配信サービスです。
パソコン、スマートフォン、タブレットで楽
しめます。
※ご加入者1名につき最大3台まで登録可能です。

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。

ライブラリー

ライブ配信 見逃し視聴

WOWOW×TBS共同制作ドラマ
MOZU Season1 〜百舌の叫ぶ夜〜
MOZU Season2 〜幻の翼〜

NBAバスケットボール
4月までのレギュラーシーズン週2試合配信

エージェント・オブ・シールド
大ヒット映画『アベンジャーズ』後の世界を描くアクションドラマ。

いつでも、どこでも。

国際共同制作プロジェクト
1984〜不朽のSF小説から生まれる過去・現在・未来〜
日本×オーストラリア
12月27日（土）

国際共同制作プロジェクト
キャメロン・カーペンター：サウンド・オブ・マイ・ライフ
WOWOW（日本）×ARTE（フランス）×ZDF（ドイツ）
12月20日（土）

Photo by Thomas Grube

Coming Soon

無料コンテンツを視聴する場合はWOWOW
オンラインIDの登録が必要です。
詳細は下記のページをご参照ください。

http://www.wowow.co.jp/mod/muryo/

で検索  www.wowow.co.jp/mod/Webからは WOWOW オンデマンド 検索

※オンデマンドサービスは有料放送契約を締結し、月額視聴料をお支払いいただいている方がご利用できます。
※番組の視聴には月額視聴料以外の費用はかかりませんが、サービスの利用に際し配信端末のパケット通信料その他の通信料金等は、お客様のご負担になります。
※各種端末において、動作確認が完了していないOSバージョンでは、本サービスをご利用いただけない場合がございます。

http://www.wowow.co.jp/join/詳しくは で検索！

0120-580-807 9：00〜20：00
年中無休

W O W O W

● WOWOWの新規ご加入お申し込み・お問合せはこちらから

生中継！サザンオールスターズ 
年越しライブ2014

「ひつじだよ！全員集合！」
12月31日（水）

ⓒ 2014 NBAE Photo by Nathaniel S. Butler /NBAE/Getty Images ⓒ 2013 ABC Studios & Marvel Getty Images

出会いにあふれた毎日を。
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Top Message

代表取締役社長  和
わ ざ き

崎  信
の ぶ や

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。

2014年度上期は、9月末の累計正味加入件数が276万件となり、過去最高を記
録するなど、お客さまから大きな支持を得ることができたと捉えております。6月から
放送したオリジナルドラマ「MOZU」や氷室京介の音楽番組を継続して放送したことな
どがお客さまの注目を集めました。さらに、「全米オープンテニス」で準優勝した錦織
圭選手の活躍により、9月単月の新規加入件数は15万件を超え、1991年4月の開
局時（124千件）の単月過去最高記録を更新しました。

当社は、テニスに関しては開局翌年の1992年から、全豪・全仏・全米を毎年放送、
2008年にはウィンブルドンが加わり、そこからはグランドスラム4大会全てを放送し
ています。継続して地道に上質なコンテンツを訴求し続けた結果が、今回成果につな
がったものと受けとめています。

また、9月の新規加入者のうち約8割の方は、過去に一度もWOWOWに加入した
ことのないお客さまでした。WOWOWは、テニスや映画だけではなく、オリジナルドラ
マやドキュメンタリーも制作していることを初めて知ったというお客さまの声も届いて
おり、今回、日本中を熱狂させた錦織選手の活躍が、WOWOWブランドを広く認知し
ていただくきっかけとなりました。

結果、前年同期に比べ増収増益となったほか、2014年度の年間正味加入件数の
目標を3万件から7万件に変更、さらに通期業績予想を上方修正しました（詳細9、
10ページ）。

過去最高の累計正味加入件数を記録

全米オープンテニス
 

連続ドラマW MOZU Season2 〜幻の翼〜
Getty Images

過去最高の累計正味加入件数を記録した
この流れを減速させないため、
番組とプロモーションをより強化
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Top Message

今年5月に公表した事業計画では、「ドラマ・スポーツ・音楽・映画」を中心に「線（シ
リーズ化）と塊（特集化）」を強化することと、新しい訴求ジャンルやコンテンツを開発
することを掲げました。上期では、氷室京介のライブをドキュメンタリーも含めてシリー
ズとして放送したこと等が成功を収めましたが、下期においても「線」と「塊」の展開を
より強化していきます。
「線」の展開として、テニス目的で加入したお客さまには、9月の全米オープンに続き、

10月の楽天ジャパンオープン、11月のデビスカップ、フェドカップや錦織選手とアンド
レ・アガシ選手によるドリームマッチなど、継続視聴していただくための編成を行いまし
た。この流れを来年1月の全豪オープンから始まるグランドスラムにつなげていきます。

また、オリジナルドラマでは、10月からこれまでの日曜放送に加え、新たに土曜に
もオリジナルドラマを放送しています。日曜では好評をいただいている、「株価暴落」、

「悪貨」のような骨太の社会派・サスペンスドラマを放送し、土曜は新しい顧客層も開
拓するため、例えば「グーグーだって猫である」や「平成猿蟹合戦図」のような、違った
テイストのドラマを展開しています。この2ライン化によって継続視聴や新規加入獲
得を目指します。

2009年から、オリジナルドキュメンタリー番組として、「ノンフィクションW」を約
200本放送してきましたが、これに加え、12月から世界各国のメディアやクリエーター

と共同で番組制作を行う「国際共同制作プロジェクト」がスタートします。第1弾は
HBO（アメリカ）とBBC（イギリス）と共同制作した巨匠・マーティン・スコセッシ監督の

「ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス 50年の挑戦」。放送に合わせ、『ウルフ・オブ・
ウォールストリート』や『ディパーテッド』など、マーティン・スコセッシ監督の映画作品
を集中編成することで、塊の展開も行っていきます。

当社は中期経営計画（2014年度-2016年度）の中で、「会員向けサービス」の開発・
充実を掲げています。単なる送り手と受け手という関係を脱し、エンターテインメント
を通じて、WOWOWと会員が、そして会員同士の強い結びつきを創造することを目指
します。

この目標を体現するイベントを11月22日に「TOUCH！WOWOW2014」として
開催しました（詳細7ページ）。当日は映画、スポーツ、音楽など多彩なプログラムを
放送するとともに、これに先駆けて番組と連携したイベントを展開。例えば、第27回
東京国際映画祭では加入者の方々が、新たに創設された＜WOWOW賞＞の選考委
員となり、世界に紹介したい受賞作を選んでいただいたほか、錦織選手とアンドレ・ア
ガシのドリームマッチやボクシング ダブル世界タイトルマッチに加入者をご招待する
などの企画を実施しました。

WOWOWは、今後も独創的かつ先駆的な挑戦を続け、テレビの枠を超えたメディ
アを目指していきます。その可能性を広げようとしているWOWOWの今後にご期待
ください。

2014年度事業計画達成に向けて

国際共同制作プロジェクトがスタート

線（シリーズ化）と塊（特集化）の展開を強化

日曜オリジナルドラマ
連続ドラマW 
悪貨

 放送中

WOWOWオリジナルドキュメンタリー枠を設置オリジナルドラマは2ライン化

　2009年開始の「ノンフィクションW」はこれまで
約200本を放送。
　これに加え、12月からグローバルな視点で大きな
テーマを扱う「国際共同プロジェクト」がスタート。
　2つの番組を両輪として国内外のさまざまなテー
マを扱ったドキュメンタリーを新たに「WOWOWオ
リジナルドキュメンタリー」枠として編成。

土曜オリジナルドラマ
連続ドラマW 
平成猿蟹合戦図

 放送中

国際共同制作プロジェクト
ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス 50年の挑戦

WOWOW（日本）×HBO（アメリカ）×BBC（イギリス） 
 12月13日（土）

全豪オープンテニス
2015年1月19日（月）〜2月1日（日）

連日生中継［初日無料放送］
 

TOUCH！
WOWOW2014
11月22日（土）開催

Getty Images
ⓒ Brigitte Lacombe

会員との結び付きを強化
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9月〜11月のイベント 11月22日（土）放送

Brand Topics

今年で3回目となるTOUCH！WOWOWは、
3つのチャンネルで11月22日（土）に12時間
にわたって展開しました。イメージキャラクター
には、日本人初の快挙、全米オープンテニス男
子シングルス準優勝を果たした錦織圭選手。
総合司会は川平慈英と菊川怜が担当しました。

当日は映画、スポーツ、音楽、ステージなど
多彩なプログラムを放送するとともに、これに
先駆けて番組コンテンツと連動したイベントを 

9月から順次開催しました。
例えば、加入者が東京国際映画祭で新たに

創設されたWOWOW賞の選考委員となり、受
賞作を選んだほか、錦織圭選手とアンドレ・アガ
シが対戦する試合に500組1,000名を招待す
るなどの取り組みを実施。また、この「ドリーム
テニスARIAKE」と「ボクシング ダブル世界タイ
トルマッチ」はWOWOW初となる4K生中継を
行うなど、新たな試みにも挑戦しました。

全米オープンテニス 
準優勝の錦織圭選手と、
4大大会優勝8 回を誇る
テニス界のスーパーレ
ジェンド、アンドレ・アガ
シとの夢の対決を、東京・
有明コロシアムから無料
生中継したことに加え、

「Channel 4K」やニコニコ
生放送での生中継を行い
ました。関連イベントとし
ては、9 〜 11月にかけて

岩渕聡プロのテニスクリニックイベントを全国で開催。また、
11月22日には有明コロシアムに、WOWOW加入者500組
1,000名様を招待したほか、エスコートキッズやコイントスキッ
ズ、出場選手との記念撮影など豪華企画を実施しました。

「TOUCH！WOWOW」恒例の世界タイトルマッチを無料放
送にて生中継。WBC世界スーパー・
フェザー級チャンピオン・三浦隆司
の3度目の防衛戦と、ローマン・ゴ
ンサレスのWBC世界フライ級初防
衛戦をお届けしました。また「全国
ボクシング検定」挑戦者の中から
100名様を観戦にご招待しました。

10月23日から31日に開催された「第27回東京国際映画祭」の
模様やコンペティション部門に新設された＜WOWOW賞＞の選定
過程に密着。選考委員を務めたWOWOW加入者6名の選抜から、
コンペティション作品の審査、受賞作決定までを追ったドキュメンタ
リー番組を放送。あわせて初代＜WOWOW賞＞受賞作に決定した

『草原の実験』（2014年 ロシア）を11月22日に放送しました。

これまで当社はドラマ
やドキュメンタリーでの
4K制作に取り組んできま
したが、今回はWOWOW
初となる4K生中継にチャ
レンジしました。

4K試験放送を行って
いる「Channel 4K」で「ド
リームテニスARIAKE」、
ボクシングの「ダブル世
界タイトルマッチ」の模様
等を、12時間にわたって
お届けしました。

11月22日（土）は
「Channel 4K」※が
WOWOW一色に！

「第27回東京国際映画祭＜WOWOW賞＞受賞作『草原の実験』」
「密着！第27回東京国際映画祭＜WOWOW賞＞受賞作決定の舞台裏」

●「TOUCH！WOWOW2014」カレンダー （写真左より）三浦隆司、
ローマン・ゴンサレス ⓒ NAOKI FUKUDA

※「Channel 4K」は、WOWOWを含む放送事業者、通信事業者、テレビ関連機器メーカーを会員として設立された一般社団法人次世代放送推進
フォーラムが、4K普及促進を目的として非営利で試験放送を行なう4K専門チャンネルです。

Profile：（にしこり けい） 1989年12月29日
生まれ、島根県出身。5歳からテニスを始め、
13歳で渡米。2014年、日本人初となる全米
オープンテニス男子シングルスで準優勝を果
たす。WOWOWテニスのイメージキャラク
ターも務めている。

11月22日（土）
午前10：00〜夜10：00
3チャンネルで12時間放送

●総合司会：川平慈英・菊川怜

※WOWOWプライムは無料放送

放送・WEB・リアルイベントでの“WOWOW体験”

「ＴＯＵＣＨ！ＷＯＷＯＷ２０１４」を開催！

生中継！TOUCH！WOWOW2014
日清食品ドリームテニスARIAKE

生中継！ エキサイトマッチスペシャル
ダブル世界タイトルマッチ
三浦隆司＆ローマン・ゴンサレス

TOUCH！WOWOW2014
イメージキャラクター
錦織 圭

WOWOW初！
「Channel 4K」 

生中継！

（写真左より）錦織圭 写真：AP/アフロ、アンドレ・アガシ

岩渕聡プロの
テニスクリニックイベントを

全国で開催

飯田覚士の
ワンツーエクササイズ体験

合計20名様ご招待

加入者が
＜WOWOW賞＞

選考委員として参加

＜WOWOW賞＞
受賞作スペシャル

上映会に100名様ご招待

「全国ボクシング検定」挑戦者から
100名様をご招待

「全国ボクシング
検定」実施

「ドリームテニスARIAKE」観戦に
500組1,000名様ご招待

生中継！TOUCH！WOWOW2014
日清食品ドリームテニスARIAKE

生中継！ エキサイトマッチスペシャル
ダブル世界タイトルマッチ

三浦隆司＆ローマン・ゴンサレス

「第27回東京国際映画祭＜WOWOW賞＞
受賞作『草原の実験』」

「密着！第27回東京国際映画祭＜WOWOW賞＞
受賞作決定の舞台裏」
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当第2四半期末の累計正味加入件数は
2,763,045件、前年同期比160,839件増と
過去最高を更新しました。

全米オープンテニスでの錦織圭選手の活躍
により、9月の新規加入件数は1991年4月開
局時の単月過去最高値を更新。その他にも、オ
リジナル連続ドラマの「MOZU」、氷室京介のラ
イブ等が成功をおさめ、新規加入獲得を牽引し
ました。

決算のご報告  2014年度第2四半期の業績概況と2014年度業績見通し

5,854 百万円

前年同期比114.5 %㆖

前期比 0 %➡

前年同期比101.1%㆖

34,966

（単位：百万円）
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10.7

※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。

内部留保の充実を図りつつ、継続的に安定
的な配当を目指すという方針のもと、2014年
度の期末配当は、前年度と同額、1株当たり60
円を見込んでおります。

累計正味加入件数の増加に伴い有料放送収
入が前年同期に比べ増加したこと等により、売
上高は353億38百万円と前年同期に比べ 
3億71百万円の増収となりました。

新規加入件数の増加に加え、番組費の効率
的な投下や為替差益の計上等により、経常利
益は58億54百万円と前年同期に比べ7億42
百万円の増益となりました。

　第2四半期末の累計正味加入件数が想定を上回り過去最高となったことから、2014年5月15日
に公表した2014年度末の正味加入件数を3万件から7万件に上方修正しました。あわせて売上高、
各利益とも下記のとおり上方修正しました。

　当第2四半期連結会計期間末の総資産は550億91百万円となり、前連結会計
年度末に比べ22億94百万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が増加したことによるものです。

　負債合計は179億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億88百万円の
減少となりました。
　主な要因は、流動負債で

未払法人税等が増加しましたが、買掛
金が減少したことによるものです。

　純資産合計は371億86
百万円となり、前連結会計
年度末に比べ29億83百万

円の増加となりました。
　主な要因は、四半期純利益の計上
及び剰余金の配当によるものです。

累計正味加入件数 貸借対照表の概要（連結）

1株当たり年間配当金

売上高（連結）

経常利益（連結）

加入計画

収支計画（連結）

35,338 百万円

60 円 

2,763 千件

前年同期差161千件㆖
（単位：千件）

0

1,000

2,000

4,000
3,000

2,602 2,763 2,718

2014年度
第2四半期末

2013年度
第2四半期末

2014年度末
計画

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

60,000

流動資産
30,092

流動資産
32,510

（単位：百万円）

負債
18,593

負債
17,904

固定資産
22,704

固定資産
22,581

前期末 当第2四半期末 前期末 当第2四半期末
（2013年度） （2014年度） （2013年度） （2014年度）

純資産
34,203

純資産
37,186

資産合計
55,091
❶

負債・純資産
合計
55,091

資産合計
52,797

負債・純資産合計
52,797

資産
❶

負債
❷

純資産
❸

2014年度業績見通し （2014年10月30日公表値）

2013年度
実績

2014年度
当初計画

2014年度
修正計画

当初計画比較
当初差 当初比

新規加入 504 490 650 160 132.7%
解約 487 460 580 120 126.1%
正味加入 17 30 70 40 233.3%
累計正味加入 2,648 2,678 2,718 40 101.5%

（連結）
2013年度

実績
2014年度
当初計画

2014年度
修正計画

当初計画比較
当初差 当初比

売上高 70,274 71,500 72,300 800 101.1%
営業利益 7,186 7,900 8,500 600 107.6%
経常利益 7,545 8,000 9,000 1,000 112.5%
当期純利益 4,766 5,100 5,700 600 111.8%

（単位：千件）

（単位：百万円）

※それぞれ、百万円未満は切り捨てております。
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会社情報 （2014年9月30日現在） 株式の状況 （2014年9月30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
営業放送開始…… アナログ放送 1991年4月1日（2011年7月24日に終了）
 デジタル放送 2000年12月1日
資本金…………… 50億円
従業員 …………… 連結395名　単体277名

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㈹
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
沖縄カスタマーセンター … 那覇市壺川
札幌カスタマーセンター … 札幌市中央区

株式会社WOWOWコミュニケーションズ
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

WOWOWエンタテインメント株式会社
コンテンツ制作・調達業務、音楽著作権の管理及び 
許諾業務

株式会社放送衛星システム
放送衛星の調達・運用業務

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
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

代表取締役社長 和崎　信哉
常務取締役 橋本　元 経営戦略担当
 佐藤　和仁 IR経理担当
取締役 山崎　一郎 人事総務、リスク管理・コンプライアンス担当
 坂田　進恒 技術担当
 牧野　力 編成、制作、事業担当
 大高　信之 マーケティング、営業担当
取締役（非常勤） 飯島　一暢 株式会社サンケイビル　代表取締役社長　社長執行役員
 丸山　公夫 日本テレビホールディングス株式会社 常務取締役
 山本　敏博 株式会社電通　取締役
 藤田　徹也 株式会社東京放送ホールディングス 常務取締役
 菅野　寛 一橋大学大学院　国際企業戦略研究科　教授
監査役 山内　文博
監査役（非常勤） 草間　高志 みずほ証券株式会社　常任顧問
 池内　文雄 株式会社朝日新聞社　顧問
 橘　　高明

会社概要

所在地 関係会社

所有者別一覧

株価の推移 （2009年10月1日〜 2014年9月30日）

取締役及び監査役 （2014年9月30日現在）

■個人・その他（持株会等）
　8,465名（95.53%）

■その他の国内法人
　214名（2.42%）

所有株主数／合計8,861名

所有株式数（単元）／合計14,420,700株

■個人・その他（持株会等）
　3,136,800株（21.75%）

外国法人等■
1,082,800株（7.51%）

金融商品取引業者 57,400株（0.40％）■
金融機関 1,550,300株（10.75%）■

その他の国内法人■
8,593,400株（59.59%）

金融商品取引業者 21名（0.24%）■
金融機関 26名（0.29%）■■外国法人等 135名（1.52%）

2009年
10月

2010年
9月

2011年
9月

2012年
9月

2013年
9月

2014年
9月

0

1,000

2,000

3,000

( 円）
5,000

4,000

9月末 4,475円

発行する株式の総数 …………… 57,000,000株
株主数…………………………… 8,861名

発行済株式の総数 ……………… 14,422,200株

大株主一覧
株主名 所有株式数（株）
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 2,315,200
株式会社東京放送ホールディングス 2,097,700
日本テレビ放送網株式会社 1,308,200
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） 700,400
新井隆二 647,300
エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社 290,100
株式会社朝日新聞社 277,600
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 250,000

株式会社テレビ朝日ホールディングス 173,000
株式会社テレビ東京 173,000
株式会社日本経済新聞社 173,000
株式会社毎日新聞社 173,000
株式会社読売新聞東京本社 173,000

（注） 1. 株式会社テレビ朝日は、平成26年4月1日付で、認定放送持株会社体制への移行に伴い、株式会社テレビ朝日ホールディングスに商号変更しております。
 2. 上記のほか、自己株式が926,440株あります。

（注） 1. 自己株式926,440株は、「個人・その他（持株会等）」に9,264単元を含めて記載しております。
 2. 「その他の国内法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。

※平成25年10月1日に株式分割（普通株式1株につき100株の割合をもって分割）を実施。上記株価推移は、当該株式分割を考慮した場合の金額推移です。
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11月1日から2015年1月4日まで開催されている展覧会
「ティム・バートンの世界」に合わせ、WOWOW加入者限定の
スペシャル企画を行ないました。

展覧会の前夜祭として開催した、ティム・バートン監督が 
登場するレセプション・パーティーに、WOWOW加入者5組
10名様をご招待しました。また、11月5日には一夜限定で
WOWOW加入者のみが楽しめる「ティム・バートンの世界」 
貸切ナイトミュージアムを開催。WOWOW加入者100組
200名様をご招待して、映画界の奇才ティム・バートン監督の
世界を体感していただきました。

また2015年春には、東京会場に続き大阪会場の展覧会で
も、加入者限定のご招待企画を予定しています。

経営方針・経営戦略
加入者サービス
決算・財務情報

51.9
51.9
44.5

株主還元の充実
番組向上への取り組み
ブランドイメージの向上

80.0
49.7

21.9

WOWOWオンラインでは加入者限定のサービスの他、
未加入者でも楽しめるサービスをご紹介しています。

オープンオンラインID

加入者限定

詳しくはこちら▶オンラインサービス http://www.wowow.co.jp/service/online/

どなたでも登録無しでご利用可能な
サービスです。

WOWOWオンラインIDを取得すると
ご利用できるサービスです。

加入者はもちろん、未加入者にも触れていただける【無料】のサービスが満載！

加入者限定の楽しい特典が盛りだくさん！

詳しくはこちら▶wowow.bs/plusw WOWOWにご加入していない方でもオリジナル番組やドラマ、 
スポーツなど一部の無料コンテンツをお楽しみいただけます。

●プレゼント・イベント
　（プラスW）
番組関連グッズや映画・ステージのチ
ケット、豪華家電などのプレゼント、
各種イベントへのご招待など、様々な
プレゼント企画をご用意しています。

●WOWOWメンバーズ
　オンデマンド
“いつでも・どこでも”楽しめる加入者
限定の無料番組配信サービスです。

パソコン・タブレット・スマートフォンで3,000本以上
の番組が見られます。

●W流 by WOWOW
W流（ダブリュウ）by WOWOWは映画、音楽、
スポーツ、ドラマ、アニメ等のエンタメコンテン

ツを無料で体験し、新しい出会いと発見ができるサイトです。

●WOWOW動画
インタビュー映像や番組プロモーション
映像など無料で配信。いつでも好きな時

に好きな動画をお楽しみいただけます。

その他にもスマホアプリなどのサービスを
ご利用できます。

その他にもWOWOWポイントなどのサー
ビスをご利用できます。

詳しくはこちら▶http://st.wowow.co.jp/ 詳しくはこちら▶http://www.wowow.co.jp/douga/

WOWOWプラザ

加入者
限定

オンラ
インID オープン

株主メモ

決算期………… 3月31日
基準日 ………… 3月31日
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
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

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

株主インフォメーション

ご注意
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。

●『WOWOW LETTER』についての評価（無回答を除く）

●WOWOWに対する要望

●今後の
　『WOWOW LETTER』から
　得たい情報

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、三菱UFJ信託銀行が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。

定時株主総会… 6月

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。
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/

「株主さまアンケート」の結果をご報告します。
（アンケート実施期間 ： 2014年6月下旬〜 2014年8月下旬/アンケートハガキの発送数7,757通、回答数978通）
　第30期 決算報告『WOWOW LETTER』で実施いたしました「株主さまアンケート」に対し、多くの株主の 
皆さまからご回答をいただき、心より感謝を申し上げます。
　前回より『WOWOW LETTER』は冊子のサイズやレイアウトを見直し、よりわかりやすく、見やすい報告書を
目指しました。今後も経営戦略をわかりやすくお伝えするとともに、番組向上への取り組みや加入者サービスの
紹介などを通じて、皆さまとのよりよいコミュニケーションにつなげてまいります。

大きい
やや大きい
ちょうどよい
やや小さい
小さい

（単位：%）

1.5
7.4

85.5
3.5
0.8

冊子のサイズ

十分理解できた
理解できた

どちらともいえない
理解できない

全く理解できない

（単位：%）

14.7
67.6

14.6
1.4
1.5

内容のわかりやすさ

多い
やや多い

ちょうどよい
やや少ない
少ない

（単位：%）

0.7
4.7

79.3
13.0
0.8

情報量

大きい
やや大きい
ちょうどよい
やや小さい
小さい

（単位：%）

0.6
1.3

87.7
8.5
0.5

経営方針・経営戦略
加入者サービス
決算・財務情報

51.9
51.9
44.5

文字の大きさ

（単位：%）

（複数回答・上位項目）

今後の『WOWOW LETTER』
から得たい情報

株主還元の充実
番組向上への取り組み
ブランドイメージの向上

80.0
49.7

21.9

（単位：%）

（複数回答・上位項目）

WOWOWに対する要望

（複数回答・上位項目） （単位：%）

（複数回答・上位項目） （単位：%）

「TOUCH！WOWOW2014」のスペシャル企画
展覧会「ティム・バートンの世界」

This exhibition is organized by Jenny He, 
Independent Curator, in collaboration 
with  Tim Burton Productions.

貸切ナイトミュージアムの様子
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出会いにあふれた毎日を。 忘 れられない 瞬 間を。

い つ で も 、どこ で も 。

映 画 の あ る 人 生 を 。


