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平成 21 年３月期（2008 年度）第３四半期決算のお知らせ 

 

 

 

平成 21 年３月期（2008 年度）第３四半期決算（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日）につきまし

て、別紙の通りお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 （マスコミ関係）広報部   TEL03(4330)8080 

   （ＩＲ関係）  ＩＲ経理部 TEL03(4330)8089 
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平成 21 年３月期（2008 年度）第３四半期決算に関するご説明 

 

① 加入状況 

当第３四半期（４月～12 月）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により、雇用情勢の悪化、

消費マインドの後退など、先行き不透明感がより一層強まっています。放送業界におきましては、広告市

況は企業業績の悪化を反映し、厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当第３四半期（４月～12 月）は、オリジナル番組の強化により加入者増と上質の両

立を達成し、さらにビッグイベントが加入の後押しとなりました。 
  オリジナル番組では、４月に初の連続ドラマ W となる「パンドラ」を放送し、11 月には第２弾「プリ

ズナー」をお届けしました。また、10 月よりドキュメンタリージャンル初のシリーズ番組「クエスト〜探

求者たち〜」を開始しました。 

ビッグイベントでは、４年に一度のサッカーの祭典「UEFA EURO2008TMP

 
Pサッカー欧州選手権」、グランド

スラム４大会のうち「全仏オープンテニス」、「ウィンブルドンテニス」、「全米オープンテニス」、また「独

占生中継！au by KDDI presents サザンオールスターズ「真夏の大感謝祭」30 周年記念LIVE  supported 

by ＷＯＷＯＷ」などをお届けしました。 

その結果、当第３四半期（４月～12 月）の新規加入件数は、509,663 件（前年同期比 26.8%増、内 BS デ

ジタル 402,318 件）、解約件数は 445,837 件（同 15.0％増、内 BS デジタル 260,557 件）となり、新規加入

件数から解約件数を差し引きました正味加入件数は 63,826 件の増加（前年同期に比べ 49,749 件の増加）

となりました。当第３四半期末の累計正味加入件数は 2,501,590 件（同 2.2%増、内 BS デジタル 1,682,980

件）となりました。 

 

② 収支状況（連結） 

当第３四半期（４月～12 月）における連結収支の状況は、累計正味加入件数の増加及びデジタル加入件

数の増加により有料放送収入が増加し、売上高は499億 83百万円と前年同期に比べ12億 99百万円（2.7％）

の増収となりました。しかし、コンテンツ強化による番組費の大幅増加及び広告宣伝費投下等により、営

業利益は、40 億 13 百万円と前年同期に比べ 12 億 78 百万円（24.2％）の減益となりました。営業外にお

きまして為替差益が１億 77 百万円と前年同期に比べ１億 72 百万円減少し、経常利益は、43 億 67 百万円

と前期に比べ 15 億７百万円（25.7％）の減益となりました。四半期純利益は、法人税等 12 億 67 百万円（前

年同期比 230.9％増）等を計上したことにより 29 億 49 百万円と前年同期に比べ 17 億 64 百万円（37.4％）

の減益となりました。 

 

③ 平成 21 年３月期（2008 年度）通期業績予想（連結） 

平成 21（2009）年度３月期の連結業績予想につきましては、平成 20（2008）年９月 24 日公表いたしま

した業績予想を修正しております。本日別途公表しております「業績予想の修正について」の通り、営業

収益 666 億円（前期比 1.8%増）、営業利益 36 億円（同 33.9%減）、経常利益 38 億円（同 38.0%減）、当期純

利益 23 億円（同 33.1%減）を見込んでおります。また、正味加入件数は６万件の増加（内デジタルダブル

契約（注１）４万件）、期末累計正味加入件数は 250 万件（前期比 2.5%増、内デジタルダブル契約 11 万件）

を見込んでおり、当初予想と変わりはありません。 

大型イベント番組の積極投下などにより、前期に比べ減益となりましたが、当第３四半期（４月～12 月）

は正味加入件数 63,826 件の増加と大きく加入者を伸ばすことができました。期末累計正味加入件数 250
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万件達成に向け、今年１月～３月は「第 81 回アカデミー賞授賞式」、「第 51 回グラミー賞授賞式」を独占

生中継でお届けするほか、連続ドラマＷ第３弾「空飛ぶタイヤ」や第１回ＷＯＷＯＷシナリオ大賞受賞作 ド

ラマＷ「Ｇｏ Ａｐｅ ゴー・エイプ」などを放送いたします。 

これら上質なコンテンツとともに、「無料放送の日」を軸とした番組訴求型の営業・プロモーションを２

月と３月に展開し、３年連続の加入者数純増を果たします。 

同時に、放送の完全デジタル化となる平成 23（2011）年に向けて、ＷＯＷＯＷが有料放送のリーディン

グカンパニーとしてあり続けるために、ハイビジョンによる複数チャンネル展開や、IPTV（注２）など新

しい伝送路でのサービスを具体的に推し進めていきます。 

 

（注１）デジタルダブル契約は、「同一契約者による２つ目のデジタル契約」のことで、割引料金を適用（月額 2,300 円

の視聴料金を 900 円に割引）＊金額は税抜き 

（注２）IPTV とは「Internet Protocol Television」の略で、インターネット技術を利用して、テレビ放送、映像コンテ

ンツ配信などを行うサービスです。通信速度を保障する機能があるネットワークでは、特定のユーザーに通常の放送

と同等の品質を保証したサービスを提供することができます。 

 

 

当資料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下さい。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

得る要素はこれらに限定されるものではありません。 
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平成 21 年３月期（2008 年度）第３四半期決算概況表 

 

2009 年１月 30 日 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

 

 

１．加入状況     （単位：件）

平成 21 年３月期(2008 年度)第３四半期 平成 21 年３月期(2008 年度)予想 

項        目  実   績 前年同期実績 対前年同期
増減率 予  想（千件） 対前期 

増減率 

新規加入件数 509,663 401,858 26.8%   680  21.5%

解約件数 445,837 387,781 15.0%   620  11.6%

正味加入件数 
(内、デジタルダブル) 

63,826 
(42,102)

14,077 353.4%
  60  

(40) 
  － 

 累計正味加入件数 2,501,590 2,447,662 2.2% 2,498  2.5%

 アナログ 818,610 1,067,074 △23.3% 667  △32.8%

 
デジタル 

(内、デジタルダブル)
1,682,980 

(108,624)
1,380,588 21.9%

1,831  
(107) 

26.6%

＊デジタルダブルは「同一契約者による 2 つ目のデジタル契約」のことで、割引料金を適用（月額 2,300 円⇒900 円〔税抜き〕） 

 

 

２．収支状況（連結） 

     

（単位：百万円）

平成 21 年 3 月期(2008 年度)第３四半期 平成 21 年 3 月期(2008 年度)予想
項        目 

実 績 収入比 前年同期実績 対前年同期
増減率 予 想 収入比 

対前期 
増減率 

売 上 高 49,983  100.0% 48,684 2.7% 66,600  100.0% 1.8%

営 業 利 益 4,013  8.0% 5,292  △24.2% 3,600  5.4% △33.9%

経 常 利 益 4,367  8.7% 5,874  △25.7% 3,800  5.7% △38.0%

四半期(当期)純利益 2,949  5.9% 4,713  △37.4% 2,300  3.5% △33.1%

         

 

※百万円未満を切り捨てております。


