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平成１７年３月期（２００４年度） 第１四半期業績状況のお知らせ 

 

 

 

弊社の平成１７年３月期 第１四半期（平成１６年４月１日～平成１６年６月３０日）の業績状況が

確定いたしましたので、お知らせ致します。 

 

 

 詳細は別紙の通りです。 

 



平成１７年３月期（２００４年度）第１四半期の業績状況に関するご説明 

 

① 平成１７年３月期（２００４年度）第１四半期の加入状況 

ａ．当四半期の加入推進は、プラズマテレビや液晶テレビなど、薄型のデジタルテレビの需要拡大に併

せて、ハイビジョン、5.1ｃｈサラウンドのデジタルＷＯＷＯＷの魅力を訴求するとともに、当四半期

最大のコンテンツである、４年に 1 度のヨーロッパサッカーの祭典「UEFA EURO 2004ＴＭ」（6/12～7/4

放送）を中心とする多面的なプロモーションを展開してまいりました。 

その結果、当四半期における新規加入者数は、アナログ 83,296 名［前年同期比 28.3%増］、デジタ

ル 29,786 名［同 45.7%増］、合計 113,082 名［同 32.4%増］となりました。 

ｂ．一方、当四半期における解約者数は、アナログ 73,718 名［前年同期比 4.8%減］、デジタル 10,750

名［同 52.9%増］、当四半期合計 84,468 名［同 2名減］となりました。 

ｃ．また、当四半期におけるアナログ契約からデジタル契約への移行は、24,364 名［前年同期比 54.3%

増］でした。それらを差し引きした当四半期における正味加入者数は、28,614 名となり、前年同

期に比べて、27,706 名の改善となりました。その結果、累計正味加入者数は 2,513,295 名［同 0.6%

増］、内訳は、アナログ 2,064,930 名［同 5.2%減］、デジタル 448,365 名［同 39.2%増］となり、

デジタルへの加入及び移行が着実に進展しています。 

 

② 平成１７年３月期（２００４年度）第１四半期業績状況 

 ａ．営業収益（売上高）は、新規及び累計加入者の増加等により、連結が 156 億 37 百万円（前年同期比

2.9%増）、単体は 153 億 77 百万円（同 3.2%増）となりました。 

 ｂ．当四半期は、前述の大型番組「UEFA EURO 2004ＴＭ」の放送などにより番組費が一時的に増加いたし

ましたが、これを前面に打ち出した販促キャンペーンが奏功し、新規加入者数が前年同期を大幅に上

回りました。なお、この新規加入者増は、今期下期以降の利益計上に貢献してまいります。 

連結の業績につきましては、連結子会社の(株)ワウワウ・コミュニケーションズ（テレマーケティ

ング事業）の業績が好調に推移いたしましたが、一方で、持分法適用会社の（株）ＣＳ－ＷＯＷＯＷ

のトランスポンダ（衛星の中継器）の返却による解除料を当四半期に計上いたしました。 

その結果、営業損失は、連結 14 億 66 百万円（前年同期は営業利益 1 億 13 百万円）、単体 17 億 34

百万円（同営業損失 1 億 79 百万円）、経常損失は、連結 17 億 82 百万円（同経常損失 18 百万円）、単

体 17億 72 百万円（同経常損失 1億 59百万円）となりました。 

ｃ．従いまして、当期純損失は、連結 18 億 80 百万円（前年同期は当期純損失 1 億 2 百万円）、単体 17

億 60 百万円（同当期純損失 1億 62百万円）となりました。 

 

③ 平成 17 年３月期（２００４年度）通期予想 

a. 平成１７年３月期の年度末累計加入者数は、当初予想よりデジタル加入者の構成比が高まることが

見込まれますが、アナログ、デジタルを合わせた合計の年度末累計加入者数は、平成 16 年５月 21 日

に発表いたしました 246 万 5 千名以上の目標に変更はございません。 

b. 通期の業績につきましては、当四半期の新規加入者増を主因とする増収と経費の合理化により、当

四半期に増加した番組費等を吸収することから、通期業績予想に関しましては、平成１６年８月２日

に発表いたしました数値から変更はございません。 

 

株式会社ＷＯＷＯＷ 代表取締役社長 廣瀬 敏雄 
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平成１７年３月期（２００４年度）第 1 四半期業績概況表 

 

平成１６年８月５日 

株式会社 ＷＯＷＯＷ 

１．加入者状況       

     （実数単位：1 名）

（平成１７年３月期） 第１四半期 平成１７年３月期（予想）  
項        目  

実  績 前年同期実績 前年同期比 予  想 前年比  

前年度 

年間実績 

新規加入者数 113,082 85,378 132.4% - -  311,675

解約者数 84,468 84,470 100.0% - -  325,518

正味加入者数 28,614 908 3151.3% - -  ▲13,843

累計正味加入者数 2,513,295 2,499,432 100.6% 2,465,000 99.2%  2,484,681

（内、アナログ） 2,064,930 2,177,327 94.8% 1,828,000 87.9%  2,079,716

（    デジタル） 448,365 322,105 139.2% 637,000 157.3%  404,965

      

２．連結決算      

    （金額単位：百万円）

（平成１７年３月期） 第１四半期 平成１７年３月期（予想）  
項        目 

実  績 収入比 前年同期実績 前年同期比 予  想 収入比  

前年度 

年間実績 

営業収益 15,637 100.0% 15,194 102.9% 63,400 100.0%  61,160

営業利益 ▲1,466 -9.4% 113 - 2,400 3.8%  486

経常利益 ▲1,782 -11.4% ▲18 - 2,300 3.6%  ▲272

当期純利益 ▲1,880 -12.0% ▲102 - 2,150 3.4%  ▲1,072

      

３．単体決算      

     （金額単位：百万円） 

（平成１７年３月期） 第１四半期 平成１７年３月期（予想）  
項        目 

実  績 収入比 前年同期実績 前年同期比 予  想 収入比  

前年度 

年間実績 

営業収益 15,377 100.0% 14,904 103.2% 62,300 100.0%  60,539

営業利益 ▲1,734 -11.3% ▲179 - 1,900 3.0%  27

経常利益 ▲1,772 -11.5% ▲159 - 1,900 3.0%  ▲373

当期純利益 ▲1,760 -11.4% ▲162 - 2,000 3.2%  ▲2,737
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