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お申し込み・詳しいご案内は  wowow.bs/ipad
WOWOW iPadサービス専用ダイヤル  0120-1810-54 （9:00～20:00/年中無休）

加入者限定  iPadレンタルサービスがスタート！
▶▶▶ 月額  1,100円/月〜（税込1,188円/月～）

日曜オリジナルドラマ
　　　 「連続ドラマW  死の臓器」
7月12日（日）スタート（全5話）［第1話無料放送］

シリーズ全8作品完全放送！ 猿の日
6月27日（土）

グランドスラム４大会全てで「車いすテニス」を放送
【生中継】放送に先行してWOWOWメンバーズオンデマンドでライブ配信
【録画放送】実況・解説を加えて充実した内容で放送

国枝慎吾 写真：アフロ、上地結衣 Getty Images

土曜オリジナルドラマ
　　　 「連続ドラマＷ 煙

エ ン

霞
カ

 -Gold Rush-」
7月18日（土）スタート（全4話）［第1話無料放送］

ＷＯＷＯＷディズニー・スペシャル 
第2弾『マレフィセント』がやってくる！
7月25日（土）〜7月26日（日） 
※第3弾は11月に実施。豪華ラインナップも随時発表！

ウィンブルドンテニス
6月29日（月）〜7月13日（月）連日生中継
※7月5日（日）除く［初日無料放送］ （中央から時計回り）錦織 圭 写真：アフロ、
アンディ・マレー Getty Images、ノバク・ジョコビッチ、ロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダル 写真：AP/アフロ

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。

※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ほかの通信料金等は、
お客さま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。

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。

オリジナルドラマを幅広いジャンルで２ライン編成

今年はディズニー・スペシャルを年3回実施するほか、集中放送を強化

年間を通じてテニスを編成、また、新たに「車いすテニス」が放送開始

線（シリーズ化）の展開

塊（特集化）の展開

見逃し配信

ライブ配信 オリジナルコンテンツ

ウィンブルドンテニス
今年より配信スタート！ 伝統と格式が重んじられ
る、テニスの聖地で繰り広げられる熱戦の模様を配
信。車いすテニスは放送に先行してライブ配信

SFアクション映画特集
『トランスフォーマー／ロストエイジ』、『オール・
ユー・ニード・イズ・キル』などのSF映画をライン
ナップ！

サザンオールスターズ『おいしい葡萄通信』
ニューアルバム『葡萄』や全国ツアーの魅力に迫る
WOWOWメンバーズオンデマンドオリジナル番組

いつでも、どこでも。

ⓒ Disney

Coming Soon

www.wowow.co.jp/mod/

で検索
Webからは

WOWOW オンデマンド 検索

WOWOWメンバーズオンデマンドをはじめとする当社のWebサービス
をより楽しみたい方のために、iPadをレンタルでご利用いただけるサービ
スを開始しました。難しい初期設定なしで、お届け後すぐに使い始めるこ
とができます。さらにオプションの安心補償パックで、故障時もしっかりサ
ポートいたします。

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

『オール・ユー・ニード・イズ・キル』 ⓒ Warner Bros. Entertainment Inc.

Getty Images

『猿の惑星：新世紀（ライジング）』
ⓒ 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
All rights reserved.
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Top Message

2014年度は、年間の正味加入件数が10万件を超える純増となり、年度末の累計
正味加入件数としては、開局以来最高の276万件となるなど、良い結果を残すことが
できました。

正味加入件数が大幅な純増となった理由は、お客さまのニーズを徹底的に分析し、
お客さま目線で番組制作、プロモーションを展開したことにあります。これまで、当社
はNo.1プレミアム・ペイチャンネルとしてオリジナル番組の制作に注力したほか、世界
中から第一級のエンターテインメント作品を調達するなど、コンテンツの送り手として、
上質にこだわった番組を提供してきました。しかし、2014年度は原点に返り、徹底
してお客さまの目線で上質な番組作りを行う発想に転換しました。この戦略のもと、
番組においては、映画、ドラマ、スポーツ、音楽の主要4ジャンルを中心に「線（シリーズ
化）」、「塊（特集化）」を強化しました。

例えば、「全米オープンテニス」では錦織 圭選手の活躍により、新規のお客さまに数
多く加入していただきましたが、このきっかけで加入されたお客さまに引き続き加入を
継続していただくため、年間を通じてテニス番組を編成しました。

オリジナルドラマでは、「連続ドラマW MOZU」が新規加入件数を牽引、さらに昨年
10月から、日曜日のみ放送していたオリジナルドラマを、土曜日も加えて毎週2本放送
したことが解約抑止にもつながりました。また、氷室京介の音楽ライブやドキュメンタ
リー番組を線で展開したことなども正味加入純増につながったと考えております。

結果、正味加入件数の大幅な増加により、連結売上高、連結経常利益ともに創業以
来、最高値となりました。そして、株主の皆さまへの利益還元を充実させるため、期首
に発表した配当予想から60円の増配を行い、期末配当金を120円としました。また、
2015年4月1日には、株式の流動性の向上を図り、投資家層の拡大を目指すため、 
1株につき2株の割合で株式分割を行いました。

創業以来、最高の業績となった2014年度
2014年度の成果を減速させることなく、
戦略的な費用投下や投資を行い、
さらなる経営体質の強化を目指す

連結収支加入実績
（単位：百万円）（単位：千件）

2013年度
実績

2014年度
実績 前期比

売上高 70,274 72,631 103.4%

経常利益 7,545 10,371 137.4%

年間配当 60円/株 120円/株 200.0%

2013年度
実績

2014年度
実績 前期比

新規加入 504 685 135.9%
解約 487 577 118.4%
正味加入 17 108 633.7%
累計正味加入 2,648 2,756 104.1%

代表取締役会長  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代表取締役会長。
2007年6月代表取締役社長、2015年6月より代表取締役会長に就
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。
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昨年度大きな成果を得た、映画、ドラマ、スポーツ、音楽の主要4ジャン
ルにおける「線（シリーズ化）」と「塊（特集化）」は、2015年度の取り組みの
一つとして、さらに強化することで、新規加入獲得や解約抑止に努めていき
ます。
「線（シリーズ化）」の展開としては、今年のオリジナルドラマは、ほぼ1年

を通じて毎週2本放送していきます。その中でも、第1四半期は、ドラマW
とWOWOW FILMSを初めて連動させた「予告犯」を展開しました。
WOWOW FILMS『予告犯』（生田斗真主演）の公開翌日に、日曜オリジナル
ドラマ「連続ドラマW 予告犯-THE PAIN-」（東山紀之主演）を放送するとい
うもので、ドラマは、映画の約1年後を描いたオリジナルストーリーとなって
います。

また、テニス番組のさらなる拡充を行います。年間を通じてテニスを編成
することに加え、今年度は一歩踏み込んだ取り組みとして、「車いすテニス」
をグランドスラム全4大会で放送します。男子シングルス世界ランキング
1位の国枝慎吾選手や、女子シングルス・ダブルス世界ランキング1位の
上地結衣選手の試合を中心にお届けしていきます。

また、「塊（特集化）」の展開では、今まで年1回だったディズニー・スペシャ
ルを年3回に増やします。世界中に大ブームを巻き起こした『アナと雪の女
王』や『マレフィセント』の放送に合わせ、ディズニーに関連したドキュメンタ

リーや舞台などを集中して放送します。そのほかにも、「史上初！ゴジラ全
30作品一挙放送」など、映画の特集化も強化していきます。

当社は、昨年公表した中期経営計画の中で、放送サービスの高度化への
技術・コンテンツ対応を行い、成長領域を広げていくことを掲げております。

成長領域の拡大に向けて、当社が注力しているのが、4K/8Kの取り組み
です。昨年度は、テニス、ボクシングの4K生中継を行うなど実積を重ねて
きましたが、今年度は連続ドラマWの全編4K制作が決定しております。
J
ジ ャ ム ス テ ッ ク

AMSTEC（国立研究開発法人 海洋研究開発機構）全面協力のもと、有人
潜水調査船「しんかい6500」を利用したドラマ撮影を行いました（詳細8
ページ）。今後も4K/8Kなど新しい技術に積極的に取り組む方針です。

私が2007年に代表取締役社長に就任してから8年が経ちました。就任
直後、「WOWOWはテレビ局である」と申しあげ、テレビの原点に立ち返り、
テレビが本来持っている可能性や魅力を追求してきました。「価格訴求」から

「番組訴求」へと営業戦略を転換し、純減していた加入件数のトレンドを純
増に定着させました。その間、オリジナル番組の強化を打ち出し、ドラマW
初の連続ドラマ「パンドラ」や「ノンフィクションW」、「WOWOW FILMS」を
スタートさせました。また、BSアナログ放送終了とともに、フルハイビジョン・
3チャンネル化も果たしました。

2015年度事業計画達成に向けて
番組において「線（シリーズ化）」と「塊（特集化）」をさらに強化

日曜オリジナルドラマ
「連続ドラマW 予告犯 −THE PAIN−」

2015年6月7日（日）スタート（全5話）
［第1話無料放送］ 

2015年度事業計画 WOWOW初、映画とドラマが連動

予告犯
2015年6月6日（土）

全国東宝系ロードショー

第1弾『アナと雪の女王』がやってくる！
ゴールデンウィーク連続一挙放送

2015年5月2日（土）～5日（火・祝）
  

▶▶▶ 主要4ジャンル（映画、ドラマ、スポーツ、音楽）における「線（シリーズ化）」と「塊（特集化）」のさらなる強化

▶▶▶ ブランドターゲット（40、50代）に向けた訴求を徹底
▶▶▶ 2014年度の成果をブラッシュアップした顧客維持施策を推進

▶▶▶ 4K/8Kなど次世代放送サービスへの取り組み

ⓒ Disneyⓒ WOWOW  ⓒ 筒井哲也/集英社ⓒ 2015 映画「予告犯」製作委員会  ⓒ 筒井哲也/集英社

2020年を見据えた取り組み

経営体制を強化し、次の成長ステージへ

1

2

3

ブランド強化に向けた編成及びコンテンツの創出

加入トレンドの維持・向上に向けた営業・プロモーション戦略の構築

2020年を見据えた取り組み

今年はディズニー・スペシャルを年3回実施

5 6

Top M
essage



Top Message Brand Topics

当社はこれまでに「ドラマW チキンレース」
や鉄道紀行番組の4K制作、テニス、ボクシ
ングの4K生中継を行うなど新しい技術への
取り組みを進めてきました。

2015年度は「連続ドラマW 海に降る」（今
秋放送予定）の全編4K制作をいたします。

本作は、ダ・ヴィンチ文学賞大賞作家・朱
野帰子著「海に降る」（幻冬舎刊）を連続ドラ
マ化。J

ジ ャ ム ス テ ッ ク

AMSTEC（国立研究開発法人 海洋研究開発機構）の全面協力のもと、6,500mの
深さまで潜ることができる「しんかい6500」に、スタッフが搭乗してドラマ撮影を行うことは、
日本のテレビドラマ史上初の試みとなりました。

今後、4K画質での試写会を予定しているほか、フルハイビジョン画質で放送いたします。

当社は報道を持たないエンターテイ
ンメントテレビ局の社会的使命を果た
すため、東日本大震災直後、「エンター
テインメントにできること。」というコー
ポレートメッセージを掲げ、様々な取り
組みを進めています。

今年は、ひとりでも多くの方に番組をご覧いただき、エンターテインメントの持つ力を広く
実感していただくため、WOWOWプライムで無料放送を行いました。

音楽では、これまで、「シンディ・ローパー」（2012年）、「ジャーニー」（2013年）、「イル・
ディーヴォ」（2014年）をお届けしましたが、今年は日本初上陸となるイタリア・ロッシーニ
歌劇場管弦楽団の東日本大震災復興支援コンサートを生中継しました。

そのほかにも数々の受賞歴のある漫画家「いがらしみきお」の目線から被災地を見つめるド
キュメンタリー番組や、映画では避難区域で被災した家族の再生と、人それぞれが持つ「故
郷」についての“想い”を福島ロケで描いた、ベルリン国際映画祭正式出品作品のWOWOW 
FILMS『家路』を無料放送しました。

「連続ドラマW 海に降る」を
全編4Kで制作

東日本大震災から4年、
イタリア・ロッシーニ歌劇場
管弦楽団の日本公演を生中継

生中継！ バチカンより日本へ  
祈りのレクイエム日本公演2015 
～ロッシーニ歌劇場管弦楽団  日本初上陸～  

土曜オリジナルドラマ「連続ドラマW 海に降る」

ⓒ JAMSTEC

ⓒ Luigi Angelucci

2014年度末までにおいて、9期連続の正味加入件数の純増を達成し、
No.1プレミアム・ペイチャンネルの確固たる地位を築くことができたと考え
ております。

しかし、4K/8K放送をはじめ、テレビとWebの融合といった次世代放送
サービスが大きく進展する現在、当社が今まで以上にお客さまから支持を得
るためには、時代の半歩先を読み解いて、メディア環境の変化に対応できる
経営人材、経営体制の強化が必要と感じております。

このたび、スポンサーからの広告収入が中心となる民間放送局と、お客さ
まからの視聴料が中心となる有料放送プラットフォーム、それぞれに経験と
知見を持った田中 晃氏を新社長に迎えました。2020年以降を見据えた次
のステージに向けて、私も代表取締役会長として経営に携わり、新社長を支
援し、ともに歩んで参ります。今後のWOWOWにどうぞご期待ください。

代表取締役社長  田
た な か

中 晃
あきら

●プロフィール
1954（昭和29）年生。早稲田大学第一文学部卒業。1979年日本テレビ放送網入社。「箱根駅伝」「巨人戦」「世界陸上」
などスポーツ中継を多数担当。コンテンツ事業推進部長、編成部長、メディア戦略局次長を歴任。2005年スカイパー
フェクト・コミュニケーションズ執行役員、2008年スカパーJSAT執行役員専務を経て2010年スカパー・エンターテイ
メント代表取締役社長に就任。また、2013年よりスカパーJSATホールディングス取締役、スカパーJSAT取締役執行
役員専務有料多チャンネル事業部門長を兼職。2015年6月WOWOW代表取締役社長に就任。

代表取締役社長就任のご挨拶
社長という大役を仰せつかり身が引き締まる思いで

す。WOWOWが今日まで愛されるブランドであるの
は、株主の皆さまのご支援なくしてはあり得なかったこ
とを歴史から学んでいます。これまで地上波放送、有
料放送業界で得た経験を活かし、当社がさらに飛躍で
きるよう社業に邁進する所存です。そのためには、お
客さまのご期待に応える番組やサービスを提供し、新
鮮な驚きと感動を生み出すことが重要であると考えて
おります。

私たちは放送サービスを通じ、社会を豊かにし、文
化を育み、企業価値の向上に努めて参ります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご理解
とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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正味加入件数は107,886件の純増となり、
9期 連 続の純 増を達 成しました。 年 度 末 
の累計正味加入件数としては過去最高の
2,756,330件となりました。

全米オープンテニス、「連続ドラマW MOZU」、
サザンオールスターズや氷室京介のライブ等が
新規加入を牽引。また、年間を通してテニスを
編成したことやオリジナルドラマの2ライン化等
が解約抑止につながりました。

決算のご報告  2014年度の業績の概況と2015年度業績見通し

10,371 百万円

前期比137.4 %㆖

前期比 60円増配㆖

前期比103.4 %㆖
（単位：百万円）
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■第2四半期  ■通期  計画
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■第2四半期  ■通期  計画

2015年度
計画

2014年度2013年度

※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。

※2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2014年度の期末配当金につきましては、
　株式分割前の株式数を基準に配当を実施、2015年度計画の期末配当金につきましては、株式分割後の影響を考慮して記載しております。

当事業年度は、直近配当予想から60円増配
し、1株当たり120円の期末配当を行いました。
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（2015年4月1日付けで普通株式 
1株につき2株の割合で株式分割を行ったため、実質同額）。

累計正味加入件数の増加に伴い有料放送収
入が前期に比べ増加したこと等により、売上高
は726億31百 万 円と前 期 に比 べ23億57
百万円の増収となりました。

増収要因に加え、番組費や広告宣伝費の効
率的な投下等による費用減等により、経常利益
は103億71百 万 円と前 期 に比 べ28億25
百万円の増益となりました。

　2015年度の正味加入件数は5万件の純増を見込んでおります。正味加入件数の増加に伴い増
収を見込んでおりますが、テニス番組の充実、オリジナルドラマをほぼ一年を通じて放送するなど、
戦略的に番組を強化すること等により減益を見込んでおります。

　当連結会計年度の総資産は629億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ
101億94百万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、番
組勘定が増加したことによるものです。

　負債合計は225億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億67百万円
の増加となりました。主な
要因は、流動負債で買掛金

及び未払法人税等が増加したことに
よるものです。

　純資産合計は404億30
百万円となり、前連結会計
年度末に比べ62億26百万

円の増加となりました。主な要因は、利
益剰余金の増加によるものです。

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）

72,631 百万円

120 円 

2,756 千件

前期比108千件㆖
（単位：千件）

1,000

3,000

2,500

2,648
2,756 2,806

2014年度2013年度 2015年度
計画

2500

3000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

70,000

60,000

流動資産
30,092

流動資産
39,041

（単位：百万円）

負債
18,593

負債
22,561

固定資産
22,704

固定資産
23,950

前期末 当期末 前期末 当期末
（2013年度） （2014年度） （2013年度） （2014年度）

純資産
34,203

純資産
40,430

資産合計
62,991
❶

負債・純資産
合計
62,991

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

2015年度業績見通し （2015年5月15日公表値）

（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。

2014年度
実績

2015年度
計画

前期比較
前期差 前期比

新規加入 685 530 △155 77.4%
解約 577 480 △97 83.2%
正味加入 108 50 △58 46.3%
累計正味加入 2,756 2,806 50 101.8%

（連結）
2014年度

実績
2015年度

計画
前期比較

前期差 前期比
売上高 72,631 74,200 1,568 102.2%
営業利益 9,758 8,700 △1,058 89.2%
経常利益 10,371 9,000 △1,371 86.8%
親会社株主に帰属
する当期純利益 6,619 6,000 △619 90.6%
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会社情報 （2015年3月31日現在） 株式の状況 （2015年3月31日現在）

社名……………… 株式会社WOWOW
ホームページURL … 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392名　単体278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

代表取締役会長 和崎　信哉
代表取締役社長 田中　晃
専務取締役 橋本　元 経営戦略担当
 佐藤　和仁 IR経理担当
常務取締役 山崎　一郎 人事総務、リスク管理・コンプライアンス担当
取締役 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　取締役執行役員
 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 （2010年4月1日～ 2015年3月31日）

取締役及び監査役 （2015年6月23日現在）

■個人・その他（持株会等）
　7,242名（95.16%）

■その他の国内法人
　206名（2.71%）

所有株主数／合計7,610名

所有株式数（1単元の株式数100株）／合計144,199単元

■個人・その他（持株会等）
　29,482単元（20.45%）

外国法人等■
13,070単元（9.06%）

金融商品取引業者 653単元（0.45%）■
金融機関 15,437単元（10.71%）■

その他の国内法人■
85,557単元（59.33%）

金融商品取引業者 16名（0.21%）■
金融機関 25名（0.33%）■■外国法人等 121名（1.59%）

0

1,000

2,000

3,000

( 円）
4,000 3月末 3,840円

2010年
4月

2011年
3月

2012年
3月

2013年
3月

2014年
3月

2015年
3月

発行可能株式総数……………… 57,000,000株
株主数…………………………… 7,610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
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 300,000

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
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 179,600
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） 上記のほか、自己株式が926,492株あります。

（注） 1. 自己株式926,492株は、「個人・その他（持株会等）」に9,264単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
 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。

※2013年10月1日に普通株式1株につき100株の割合、2015年4月1日に普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
　上記株価推移は、当該株式分割を考慮した金額推移です。
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2015年、当社はサザンオールスターズ
とのタッグを強化しています。年初には

【WOWOW 2015 CMソン グ 】とし て、
ニューアルバムの収録曲「アロエ」をTVCM
で披露したほか、3月からはWOWOWメン

バーズオンデマンド限定番組を配信。さらに4月から
スタートとなった、WOWOW presents サザンオール
スターズ LIVE TOUR 2015「おいしい葡萄の旅」の全国
ツアーを通じて、サザンを応援しています。

そのような中、当社は加入者限定の取り組みとして、
全国11箇所23公演のうち、5大ドーム公演に合計
2,200名様をライブレポーターとして招待しました。

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

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/

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。

▼対象公演

WOWOWプラザ

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。

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/stock/publicnotices.html

※募集は終了しております。

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。
▶IR資料室 TOP＞IR情報＞IR資料室  http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/ref/

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

とのより良いコミュニケーションの実現につなげて参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、

2015年7月31日までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

IR情報サイトのご案内

WOWOWの株主優待

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。

9月30日現在の株主名簿に記載された所有株式数100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。

▶IR情報＞株式情報＞株主優待  http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/stock/return.html
※株主優待制度の内容については2015年3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。

WOWOW視聴料
3カ月分無料

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、さらに1カ月分、

合計4カ月分無料（※）　

視聴優待

WOWOW特製
QUOカード  2,000円分

QUOカード

または

株主さまアンケートのお願い

日程 会場
5月16日（土）、17日（日） 京セラドーム大阪
5月23日（土）、24日（日）、
26日（火） 東京ドーム

6月6日（土）、7日（日） 札幌ドーム
6月13日（土）、14日（日） ナゴヤドーム
7月4日（土）、5日（日） 福岡ヤフオク! ドーム

サザンオールスターズの
全国ツアーに加入者をご招待
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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 。


