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※末２ページの商品紹介は印刷用紙をA3（タテ）
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FY2013・・・2013/04/01～2014/03/31＝2014年3月期＝今期

1

連結損益計算書 概要
単位：百万円
※百万円未満切捨て

FY2012_1Q
実績

FY2013_1Q
実績

売上

40,022

35,775

営業
利益

2,384

対前年▲4,247(89.4％)

1,941

営業利益率：5.9％

営業利益率：5.4％

経常
利益

2,715

2,310

当期
純利益

1,198

対前年▲443 (81.4％)

対前年 ▲405 (85.1％)

1,031
対前年 ▲166 (86.1％)
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連結損益計算書（経営利益～当期純利益抜粋）
FY2012_1Q
実績

FY2013_1Q
実績

2,715

2,310

116
785

－
376

うち投資有価証券評価損

748

342

うち減損損失

－

23

2,046
836
11

1,933
868
33

1,198

1,031

単位：百万円
※百万円未満切捨て

経常利益
特別利益合計
特別損失合計

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

※KIGH株式売却に伴う特別利益として約26億円を２Qに計上予定
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連結包括利益計算書
FY2012_1Q
実績

FY2013_1Q
実績

1,209

1,065

その他有価証券評価差額金

▲220

1,826

為替換算調整勘定

483

779

持分法適用会社に対する持分相当額

34

56

297

2,662

1,506

3,727

単位：百万円
※百万円未満切捨て

少数株主損益調整前
当期純利益
その他包括利益:

その他の包括利益合計

包括利益
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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

売上合計
営業利益
営業利益率

FY2012_1Q
実績

FY2013_1Q
実績

17,506

15,755

構成比 43.7％

構成比44.0％

7,624

7,729

構成比 19.0％

構成比21.6％

9,603

5,791

構成比 24.0％

構成比16.1％

3,488

4,627

構成比 8.7％

構成比12.9％

1,799

1,870

構成比 4.5％

構成比5.2％

+71
103.9％

40,022

35,775

▲4,247
89.4％

1,941

▲443
81.4％

2,384
5.96％

5.43％

増減

主な増減要因

▲1,750
90.0％

前期１Qに大型メディアミックス作品が集中したことや、刊行
予定作品の期ずれ、コミック雑誌の整理などが対前年対比
売上高減少の要因。
一方でゲーム・アプリ攻略本や映画化作品が健闘。

+105
101.3％

ムックの販売の好調や雑誌広告も前年を上回ったことで対
前年対比売上高が増。
カスタムマガジンの売上減を、M&Aの成果でネット広告が伸
長しカバー。

▲3,812
60.3％

シネコン事業の売却で対前年15億円の売上減。
前期１Qに大型洋画作品のリリースやアニメ作品のヒットが
ありパッケージ販売は減少。

+1,139
132.6％

パッケージゲーム、EC事業、電子書籍、デジタルコンテンツ
そろって大幅な増収を達成。
特に電子書籍は自社ストア、外販ともに急激に売上高が伸
び好調なスタート。

▲0.53pt

台湾の出版事業が引き続き伸長。
円安により台湾、香港ともに増収。

当第1Qは、映像の売上構成比率が低下。その分、雑誌/広
告関連とネットデジタル関連の売上構成比が拡大。書籍事
業及び映像事業は、前期好調の反動減要素が大きいが、今
後は期ずれ商品の刊行や各種増売施策で回復の見込み。
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2014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（2013年4月－6月）

シリーズ別・ベスト10

第1位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

第３位：「カゲロウデイズ」シリーズ
『カゲロウデイズ』ほか関連動画再生数1000万超、じん(自然の敵P)
による『カゲロウプロジェクト』の物語をノベル化、コミック化！

映画『テルマエ・ロマエⅡ』
2014年ゴールデンウィーク公開予定！
著者：ヤマザキマリ
（エンターブレイン／「ビームコミックス」）

著者 ：じん（自然の敵P）
（エンターブレイン／「KCG文庫」
メディアファクトリー／「ジーンコミックス」）
第4位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第5位：「はたらく魔王さま！」シリーズ
第6位：「ハイスクールD×D」シリーズ
第7位：「となりの関くん」シリーズ
第8位：「ブラッドラッド」シリーズ
第9位：「坂本ですが？」シリーズ
第10位：「世界のなめこ図鑑」シリーズ

第２位：「図書館戦争」シリーズ
本と恋を守る、極上エンタテインメント！
著者：有川浩
（角川書店／「角川文庫」）
第1四半期3ヵ月計（2013年4月－6月）

ジャンル別・ベスト５

一般書

第1位：「大泉エッセイ ～僕が綴った16年」
大泉洋執筆によるエッセイ集！大泉洋の16年間がここに！
装画はあだち充！

第2位：「続・世界のなめこ図鑑（ブックマークつき）」
第3位：「男子ごはんの本 その５」
第4位：「ルイージマンション２ カンペキガイドブック」

一般文庫

著者 ：大泉洋
（メディアファクトリー／「ダ・ヴィンチブックス 」）

第5位：「なるだけ医者に頼らず生きるために
私が実践している１００の習慣」

第1位：「県庁おもてなし課」

第2位：「あんじゅう 三島屋変調百物語事続」

ふるさとに恋する観光エンタテインメント！

第3位：「図書館戦争」
第4位：「モルフェウスの領域」

著者：有川浩
（角川書店／「角川文庫」）

第5位：「図書館内乱」

ライトノベル

第1位：「ソードアート・オンライン１２ アリシゼーション・ライジング」

第2位：「カゲロウデイズＩＩＩ －ｔｈｅ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｒｅａｓｏｎ－」
第3位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない（１２）」

シリーズ累計770万部突破！

第4位：「新約 とある魔術の禁書目録（７）」

コミックス

原作：川原礫 イラスト：abec
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

第5位：「魔法科高校の劣等生（１０）」

第1位：「テルマエ・ロマエⅥ」

第2位：「坂本ですが？ １」

全世界を巻き込んだテルマエワールド!!
時空を越えた壮大なドラマ、ついに最終回!!

第3位：「となりの関くん 4」
第4位：「デッドマン・ワンダーランド １２」

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5位：「そらのおとしもの １７」

第1四半期 主なパッケージ作品
映像 （ DVD/BD
）

ブレイキングドーンPart２/
トワイライト・サーガ
発売元：角川書店
販売元：角川書店

鍵泥棒のメソッド

デートアライブ

発売元：クロックワークス、テレビ朝日
販売元：メディアファクトリー

発売元：角川書店
販売元：角川書店

TM & © 2012 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

© 2012『鍵泥棒のメソッド』製作委員会

さくら荘のペットな彼女

氷菓

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

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：フロンティアワークス
販売元：メディアファクトリー

© 鴨志田一/アスキー・メディアワークス/さくら荘製作委員会

©米澤穂信・角川書店／神山高校古典部OB会

© 2013 さがら総・メディアファクトリー/「変猫。」製作委員会

ゲーム

フォトカノ Ｋｉｓｓ

©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

変態王子と笑わない猫。

境界線上のホライゾン PORTABLE

ロウきゅーぶ！ひみつのおとしもの

プラットフォーム：PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
制作著作：エンターブレイン

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

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

©2011, 2013 ENTERBRAIN, INC. Developed by DINGO Inc.

©川上稔／アスキー・メディアワークス／
境界線上のホライゾン製作委員会
©2013 TENKY／ASCII MEDIA WORKS Inc.

©蒼山サグ／アスキー・メディアワークス／
TEAM RO-KYU-BU! SS
©2013 ASCII MEDIA WORKS Inc.
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今後の主な作品

2014年3月期
第2四半期の主な作品

貞子３Ｄ２

8月30日公開

関連シリーズ

映画原作

原作：鈴木光司「エス」（角川書店）
監督：英勉
出演：瀧本美織、瀬戸康史、大沢逸美 他
配給：角川書店
角川ホラー文庫
20周年記念作品
©2013『貞子３Ｄ２』製作委員会

Fate/kaleid liner
プリズマ☆イリヤ

BROTHERS CONFLICT

ブラッドラッド

ＴＶ アニメ
DVD/BD

既刊：コミックス9巻、関連コミックス2巻、
ライトノベル1巻

シナリオ：水野隆志（エム・ツー）
企画・原案：叶瀬あつこ イラスト：ウダジョ
（アスキー・メディアワークス／「シルフコミックス」）
放送局：TOKYO MX 、テレビ神奈川、サンテレビ 他
既刊：コミックス9巻、関連コミックス2巻
関連書籍1巻

ロウきゅーぶ！ＳＳ

ハイスクールＤ×Ｄ NEW

神さまのいない日曜日

原作：蒼山サグ イラスト：てぃんくる
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX 、サンテレビ、KBS京都 他

原作：入江君人 イラスト：茨乃
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ、tvk 他

既刊：ライトノベル13巻、コミックス5巻
関連コミックス1巻、関連書籍1巻

原作：石踏一榮 イラスト：みやま零
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）
放送局：AT-X、チバテレビ、TOKYO MX 他
既刊：ライトノベル15巻、コミックス4巻
関連コミックス1巻

映画 鈴木先生

CSI：NY シーズン8

犬とハサミは使いよう

発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：7月5日

発売元：角川書店・テレビ東京
販売元：角川書店
発売日：コンプリートDVD BOX-1 8月9日
：コンプリートDVD BOX-2 9月6日

原作：更伊俊介 イラスト：鍋島テツヒロ
（エンターブレイン／「ファミ通文庫」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、テレビ神奈川 他

原作：小玉有起
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）
放送局：tvk、テレ玉、TOKYO MX 他

原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ、tvk 他
既刊：コミックス10巻

© 2013 映画「鈴木先生」製作委員会

ライジング・ドラゴン
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：8月23日
© 2012 Jackie and JJ Productions Limited, Huayi Brothers Media Corporation
and Emperor Film Production Co Limited All rights reserved

既刊：ライトノベル8巻、コミックス3巻
一般文庫3巻

CBS and the CBS Eye Design TM CBS Broadcasting Inc. CSI: NY and related marks TM
Entertainment AB Funding LLC. © 2000-2013 CBS Broadcasting Inc. and Entertainment
AB Funding LLC. All Rights Reserved.

既刊：ライトノベル7巻、関連ライトノベル2巻、
コミックス2巻

IS＜インフィニット・ストラトス＞
コンプリートBlu-ray＆DVD BOX

初音ミク ライブパーティー2013
in Kansai （ミクパ♪）

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
発売日：8月28日

発売元：MAGES.
販売元：角川書店
発売日：8月30日
©SEGA/©Crypton Future Media, INC.www.piapro.net Graphics by SEGA/
MARZA ANIMATION PLANET INC. Organized by MAGES.

© 2011 Izuru Yumizuru, MEDIA FACTORY/Project IS

7月6日公開

25年目の弦楽四重奏

ART of RAP（アート・オブ・ラップ）

7月27日公開

スヌープ・ドッグ／ロード・トゥ・ライオン

映

監督：ヤーロン・ジルバーマン
出演：フィリップ・シーモア・ホフマン 他
配給：角川書店

監督：アイス-Ｔ
出演：エミネム 他
配給：角川書店

監督：アンディ・キャッパー
出演：スヌープ・ライオン 他
配給：角川書店

© A Late Quartet LLC 2012

2012 © The Art Of Rap Films Ltd.

© 2013 VICE FILMS, INC., SNOOPADELIC PICTURES, INC.

9月7日公開

監督：フアン・ソラナス
出演：キルスティン・ダンスト 他
配給：角川書店
© 2011 / UPSIDE DOWN FILMS – LES FILMS UPSIDEDOWN INC –
ONYX FILMS – TRANSFILM INTL – STUDIO 37 – KINOLOGIC FILMS
(UD) – JOUROR PRODUCTIONS –FRANCE 2 CINEMA

ゲ ーム

KILLER IS DEAD

甘い鞭

9月21日公開

原作：大石圭「甘い鞭」（角川ホラー文庫）
監督・脚本： 石井隆
出演：壇蜜、間宮夕貴、中野剛 他
配給：角川書店
角川ホラー文庫
20周年記念作品

通常版/PREMIUM EDITION

© GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. / Published by KADOKAWA GAMES

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ

プラットフォーム：PlayStation®Portable
発売日： 8月29日
発売元：角川ゲームス
企画・制作：角川書店

プラットフォーム：ニンテンドー3DS
発売日： 9月26日
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店

©2012 葵せきな・狗神煌／富士見書房／新・碧陽学園生徒会
©2013 角川書店

©2013 ひろやまひろし・TYPE-MOON・角川書店
／「プリズマ☆イリヤ」製作委員会 ©角川書店

東京レイヴンズ

著者：海冬レイジ イラスト：るろお
（メディアファクトリー／「MF文庫J」）

著:あざの耕平 イラスト:すみ兵
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）

既刊：ライトノベル11巻、コミックス6巻

既刊：ライトノベル10巻、コミックス6巻
関連コミックス1巻

映
画

10月12日公開

© 2012-2013 RCR Media Group. All Rights Reserved.

© 2013 5pb.／Nitroplus STEINS;GATE MOVIE PROJECT

アンジュ・ヴィエルジュ

10月4日発売

企画・開発：富士見書房
発売・販売：メディアファクトリー
© Ange Project

10月25日公開

ハンガー･ゲーム:キャッチング・ファイア(原題)

監督: ルイ・レテリエ
出演：ジェシー・アイゼンバーグ 他
配給：角川書店

12月公開
原作: スーザン・コリンズ
「ハンガー・ゲーム② 燃え広がる炎」（メディアファクトリー） 」
監督:フランシス・ローレンス
出演：ジェニファー・ローレンス 他
配給：角川書店

© 2013 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

© 2013 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

ゲ ーム

DVD/BD

劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ

グランド・イリュージョン

カードゲーム

ＴＶ アニメ

機巧少女は傷つかない

発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：12月13日

7月20日発売

発売：メディアファクトリー
取扱先：全国書店・
一部コンビニエンスストア
アニメ専門店・ホビーショップ他

生徒会の一存 Lv.2 PORTABLE

第３四半期の主な作品

監督･脚本: トッド・ロビンソン
出演：エド・ハリス 他
配給：角川書店

くじ引き堂 ラノベくじ

©2013『甘い鞭』製作委員会

プラットフォーム： PlayStation®3、
Xbox360®
発売日：8月1日
発売元：角川ゲームス
開発：グラスホッパー・マニファクチュア

ファントム 開戦前夜

ラノベくじ

画

アップサイド・ダウン 重力の恋人

7月27日公開

メタルマックス4 月光のディーヴァ

ハイスクールD×D

プラットフォーム： ニンテンドー3DS
発売日：11月7日 発売予定
発売元：角川ゲームス
制作・著作：エンターブレイン/クレアテック

プラットフォーム： ニンテンドー3DS
発売日： 11月28日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店

©2013 ENTERBRAIN,INC./CREA-TECH

©2013 石踏一榮・みやま零/富士見書房/
ハイスクールＤ×Ｄ ＮＥＷ製作委員会 ©角川書店
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