角川グループホールディングス
2013年3月期 第1四半期決算説明会
2012年7月27日
※末２ページの商品紹介は印刷用紙をA3（タテ）
で設定しておりますので、印刷の際はご注意下さい。

FY2011・・・2011/04/01～2012/03/31＝2012年3月期＝前期
FY2012・・・2012/04/01～2013/03/31＝2013年3月期＝今期
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連結損益計算書 概要
百万円未満
切捨て

FY2011
1Q_実績

FY2012
1Q_実績

1Q実績の
通期予想
進捗率

FY2012
通期予想

売上

35,171

40,022

25.8％

155,000

営業
利益

2,916

29.8％

8,000

※単位：百万円

対前年+4,850 (113.8％)

2,384

営業利益率：8.3％

営業利益率：6.0％

経常
利益

3,112

2,715

当期
純利益

2,518

営業利益率：5.2％

対前年▲531 (81.8％)

32.7％

8,300

25.5％

4,700

対前年▲397 (87.2％)

1,198
対前年▲1,320 (47.6%)
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連結損益計算書（経常利益～当期純利益抜粋）
※単位：百万円

FY2011
1Q_実績

FY2012
1Q_実績

3,112

2,715

特別利益合計

0

116

特別損失合計

136

785

うち固定資産除去損

122

5

うち投資有価証券評価損

0

748

2,975

2,046

421

836

35

11

2,518

1,198

経常利益

税金等調整前当期純利益
法人税等
少数株主利益

当期純利益
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連結包括利益計算書
※単位：百万円

少数株主損益調整前
四半期純利益

FY2011
1Q_実績

FY2012
1Q_実績

2,554

1,209

その他包括利益:
その他有価証券評価差額

90

為替換算調整勘定

▲132

持分法適用会社に対する持分相当額

14

▲220
483
34

その他の包括利益合計

▲26

297

包括利益

2,527

1,506
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売上/営業利益 増減要因
単位：百万円
※百万円未満切捨て

書籍関連
売上明細

雑誌/広告関連

映像関連
ネット･デジタル
関連

海外関連

FY2011
1Q_実績

FY2012
1Q_実績

増減

17,018 16,874

▲143
99.1%

8,323

+239
103.0％

8,083
5,260

9,536

+4,276

3,298

3,488

+190

1,509

1,799

181.3％

105.8％

+289
119.2％

売上合計

35,171 40,022

+4,852

営業利益

2,916

2,384

▲531
81.8％

8.3％

6.0％

営業利益率

主な増減要因
①一般文庫：当期も順調に伸びている。
②コミックス：MF参加でも若干の前年割れ。
③ライトノベル：前期は「ハルヒ」等大型作品が出揃い、MF参加が
あったが補えず。
①雑誌販売は依然として厳しいが、増刊刊行やMFで増。
②広告はカスタムマガジンが好調。
①映画製作配給は「貞子3D」の大ヒットもあり大きく伸長。
②映像パッケージは、MF参加分が大きく寄与。
③シネコンは前期は震災の落ち込みがあり、その分は回復。
④MF参加による映像版権・音楽CD等が増。
①アイドルCDの売上好調でEC事業は増。
②パッケージゲームは前期の「シュタインズゲート」の反動減。
③電子書籍はスマホの伸びとガラケーの落ちが均衡。ほぼ前期並み。
①香港は、映像(シネコン興行・配給・パッケージ)ともに好調。
②台湾の出版事業はほぼ前期並みで好調キープ。

113.8％

前期は書籍関連において大型作品の重版売上により営業利益率が大
幅に良化した。当期は、返品率が若干上昇したものの、劇場映画のヒッ
ト等により営業利益率は6.0％となった。

▲2.3％
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2013年3月期 第１四半期 トピックス
主な書籍作品ランキング
第1四半期3ヵ月計（2012年4月－6月）

シリーズ別・ベスト10

第1位：「古典部」シリーズ

第３位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

ＴＶアニメ『氷菓』4月より放映！
著者：米澤穂信
（角川書店／「角川文庫」）

※「古典部」シリーズ 『氷菓』
『愚者のエンドロール』『クドリャフカの順番』
『遠まわりする雛』『ふたりの距離の概算』

第２位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
オリコン2012年上半期“本”ランキング文庫部門
第１位（第１巻）＆第５位（第２巻）
著者：三上延
（アスキー・メディアワークス／「メディアワークス文庫」）
第1四半期3ヵ月計（2012年4月－6月）

映画『テルマエ・ロマエ』大ヒット！
コミックスも累計800万部突破！
著者 ：ヤマザキマリ
（エンターブレイン／「ビームコミックス）
第4位：「魔法少女リリカルなのは」シリーズ
第5位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第6位：「防犯探偵・榎本」シリーズ（「鍵のかかった部屋」関連）
第7位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」シリーズ
第8位：「アクセル・ワールド」シリーズ
第9位：「図書館戦争」シリーズ
第10位：「僕は友達が少ない」シリーズ

ジャンル別・ベスト５

一般書

第1位：「20歳若く見えるために私が実践している100の習慣」

第2位：「上昇思考」

発売1ヶ月で20万部突破！既存の常識とは違う
著者オリジナルの若返り術が100種類掲載。

第3位：「太一×ケンタロウ 男子ごはんの本 その４」

著者 ：南雲吉則 （中経出版）

第5位：「[図解]９割がバイトでも最高のスタッフに育つ

第4位：「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
ディズニーの教え方」

文庫
ライトノベル

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖（３）」

第2位：「天地明察（上）」

シリーズ累計300万部突破！
大人気ビブリオミステリ！第３巻
著者：三上延
（アスキー・メディアワークス／「メディアワークス文庫」）

第3位：「天地明察（下）」

第1位：「僕は友達が少ない（８）」

第2位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない（10）」

シリーズ累計450万部突破！

第3位：「デュラララ！！（１１） 」

第4位：「おそろし 三島屋変調百物語事始」
第5位：「鍵のかかった部屋」

第4位：「アクセル・ワールド（１１）」

著者：平坂読 イラスト：ブリキ
（メディアファクトリー／「ＭＦ文庫Ｊ」）

第5位：「魔法科高校の劣等生（５）」

コミックス

第1位：「乙嫁語り（４）」

第2位：「Another 0巻 オリジナルアニメDVD同梱版」

『エマ』で19世紀末の英国を活写した森薫が描く
悠久の大地に生きるキャラクターたちの物語！
著者：森薫
（エンターブレイン／「ビームコミックス」）

第3位：「テルマエ・ロマエⅠ 」
第4位：「魔法少女リリカルなのはViVid（７） 」
第5位：「テルマエ・ロマエⅡ 」

第1四半期の主なパッケージ作品
アクエリオンEVOL

ハイスクールＤ×Ｄ

STEINS;GATE

Blu-ray / DVD

Blu-ray / DVD

Blu-ray / DVD

前作「創聖のアクエリオン」から6年
河森正治最新作が登場

石踏一榮のライトノベル原作
による学園アニメ

5pb.×Nitroplusが贈る科学
アドベンチャーシリーズ第2弾

僕は友達が少ない

タンタンの冒険

LOLLIPOP CHAINSAW

Blu-ray / DVD

ユニコーン号の秘密

(ロリポップチェーンソー)

Blu-ray / DVD

ゲームソフト

「TBS×MF文庫J」連続アニメ
プロジェクト第4弾

スティーヴン・スピルバーグ、
ピーター・ジャクソンが
壮大なスケールで贈る
アクション・アドベンチャー

プラットフォーム： PlayStation®3
Xbox360®
世界市場向けの
オリジナルゲーム第一段
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今後の主な作品
原作：冲方丁 （角川書店）
監督：滝田洋二郎
音楽：久石譲
出演：岡田准一 宮﨑あおい
中井貴一 松本幸四郎 他
配給：角川映画 松竹
既刊：単行本１巻、文庫２巻

米国アカデミーショー
外国語映画賞に輝いた
『
おくりびと』
の
滝田洋二郎監督が、
本屋大賞受賞の
ベストセラー小説を
映画化！

第２四半期の主な作品
天地明察 9月15日劇場映画

原作文庫発売中

©2012「天地明察」製作委員会

アクセル・ワールド

ソードアート・オンライン
原作：川原礫 原作イラスト：abec
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、MBS 他

７月アニメ

既刊：ライトノベル10巻
9月 関連コミックス３巻発売予定

AMW
創立20周年
記念作品

原作：川原礫 原作イラスト：HIMA
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、MBS 他
AMW
既刊：ライトノベル11巻
創立20周年
コミックス2巻、関連コミックス1巻 記念作品
８月 ライトノベル12巻
コミックス３巻、関連コミックス2巻発売予定

境界線上のホライゾン（第2期）
原作：川上稔 原作イラスト：さとやす[TENKY]
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：MBS、TOKYO MX、テレビ神奈川 他
既刊：ライトノベル 10巻、コミックス1巻
８月 ライトノベルＶ＜上＞発売予定

超訳百人一首 うた恋い。

この中に1人、妹がいる！

原作：sprite／fairys
キャラクター原案：春夏冬ゆう（fairys）

原作：杉田圭
（メディアファクトリー）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、TVQ九州放送 他

放送局：TBS、BS-TBS 他
既刊：コミックス４巻

既刊：コミックス３巻、関連書籍１巻
８月 関連コミックス 発売予定

原作：田口一 原作イラスト：CUTEG
（メディアファクトリー／「ＭＦ文庫Ｊ」）
放送局： TBS、MBS、CBC、BS-TBS 他
既刊：ライトノベル ７巻、コミックス２巻
関連コミックス１巻

ココロコネクト

だから僕は、Ｈができない。

原作：庵田定夏 イラスト：白身魚
（エンターブレイン／「ファミ通文庫」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ、テレビ神奈川 他

えびてん公立海老栖川高校天悶部

原作：橘ぱん 原作イラスト：桂井よしあき
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）
放送局：AT-X、TOKYO MX、サンテレビ 他

原作：すかぢ 作画：狗神煌
（角川書店／角川コミックス・エース）

既刊：ライトノベル８巻、コミックス３巻

既刊：コミックス８巻、コミックス２巻
関連コミックス1巻

トワイライト・サーガ
ブレイキング・ドーンPart1

ミクの日大感謝際

ＣＳＩ：ＮＹシーズン7
コンプリートDVD BOX

DVD&Blu-ray

2Days コンプリートBOX
【初回受注生産限定盤】

発売元：角川書店
販売元：角川書店
７月 発売

発売元：セガ
販売元：角川書店
８月 発売予定

氷菓

めだかボックス

DVD＆Blu-ray

DVD＆Blu-ray

発売元：角川書店
販売元：角川書店・京都アニメーション

発売元：メディアファクトリー
販売元：メディアファクトリー

７月 第２巻発売
８月 第３巻発売予定、９月 第４巻発売予定

７月 第１巻発売
8月 第２巻発売予定、９月第３巻発売予定

7月21日劇場公開

The Lady

アウンサンスーチー ひき裂かれた愛

映

監督：リュック･ベッソン
出演：ミシェル･ヨー デヴィッド・シューリス 他
配給：角川映画
©2011 EuropaCorp – Left Bank Pictures – France 2 Cinéma

画

劇場版 『東京スカイツリー
世界一のひみつ』

7月28日劇場公開

監督: 野上純一
声の出演：神谷浩史 日笠陽子
配給：角川映画フィルムインク
©2012劇場版「東京スカイツリー 世界一のひみつ」製作委員会

おおかみこどもの雨と雪

既刊：コミックス３巻
コミックス（フルカラー版）２巻

発売元：角川書店・テレビ東京
販売元：角川書店
８月 BOX①発売予定
９月 BOX②発売予定

恋と選挙とチョコレート ポータブル
プラットフォーム： PlayStation®Portable
発売元：角川ゲームス
企画・製作：アスキー・メディアワークス
ジャンル：恋愛アドベンチャー
９月２７日発売予定
©2012 sprite/fairys/ASCII MEDIA WORKS Inc. 制作：fairys

7月21日劇場公開

原作、監督：細田守
声の出演：宮﨑あおい 大沢たかお 他
配給：東宝
既刊：文庫１巻、コミック1巻
単行本１巻、関連単行本１巻

9月28日劇場公開

ハンガー・ゲーム

原作：スーザン・コリンズ
（メディアファクトリー／「ＭＦ文庫ダ・ヴィンチ 」）
監督：ゲイリー・ロス
出演：ジェニファー・ローレンス 他
配給：角川映画

© 2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

Another アナザー

ニコニコ
生放送
先行配信中

ゲ ーム

DVD/BD

恋と選挙とチョコレート

8月4日劇場公開

原作：綾辻行人（角川書店）
監督：古澤 健
出演：山﨑賢人 橋本愛 他
配給：東宝

全米４週連続 No.1
歴代４位のオープニング記録
全米ではシリーズ累計（3部作）
3000万部を超える人気小説
の映画化！

原作文庫発売中

既刊：単行本、文庫２巻

既刊：単行本、文庫2巻、ライトノベル2巻、コミックス4巻
© 2012 LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED

©2012映画「Another アナザー」製作委員会

秋以降の主な作品
アニメ

お兄ちゃんだけど
愛さえあれば関係ないよねっ
原作：鈴木大輔 原作イラスト：閏月戈
（メディアファクトリー／「MF文庫J」）
既刊：ライトノベル６巻、コミックス２巻

生徒会の一存 第2期

原作：鴨志田一 原作イラスト：溝口ケージ
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

原作：葵せきな 原作イラスト：狗神煌
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）

既刊：ライトノベル８巻、コミックス２巻

既刊：ライトノベル１０巻、単行本1巻
先行配信
関連ライトノベル７巻
コミックス７巻、関連コミックス２巻

映

DVD＆Blu-ray
発売元：角川書店
販売元：角川書店
１０月２６日 発売予定

画

DVD/BD

ストライクウィッチーズ 劇場版

さくら荘のペットな彼女

11月1日公開

花の詩女
ゴティックメード

ゲ ーム

零の軌跡 Evolution

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
企画・制作：日本ファルコム／キャラアニ
ジャンル：ストーリーＲＰＧ
10月18日発売予定

原作：ステファニー・メイヤー
出演：クリステン・スチュワート 他
配給：角川映画

原作・監督・脚本：永野護
出演：川村万梨阿 佐々木望 他
配給：角川映画

©Nihon Falcom Corporation ©2012 Chara‐ani Corporation

円卓の生徒

TM & © 2012 SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

The Eternal Legend

プラットフォーム：PlayStation®Portable
発売元：角川ゲームス
制作・著作：角川ゲームス／エクスペリエンス
ジャンル：ファンタジー・ダンジョンRPG
10月発売予定
© 2012 KADOKAWA GAMES / Experience

12月28日公開

ブレイキング・ドーン Part 2

©EDIT

英雄伝説

トワイライト・サーガ

ニコニコ
生放送

Fate/stay night

[Realta Nua]

プラットフォーム：PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店
ジャンル：伝奇活劇ビジュアルノベル
©TYPE-MOON/KADOKAWA SHOTEN

11月29日 発売予定
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