株式会社KADOKAWA
2014年3月期 第2四半期決算説明会
2013年10月28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。

FY2012・・・2012/04/01～2013/03/31＝2013年3月期＝前期
FY2013・・・2013/04/01～2014/03/31＝2014年3月期＝今期
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連結損益計算書 概要
※単位：百万円
百万円未満
切捨て

FY2012
2Q_実績

FY2013
2Q_実績

対前年

▲7,921
(90.1％)

売上

80,125

72,203

営業
利益
経常
利益

3,792

2,816

営業利益率：4.7％

営業利益率：3.9％

▲975
(74.3％)

3,501

▲855
(80.4％)

3,787

+2,186
(236.5％)

当期
純利益

4,357
1,601
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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

FY2012
2Q_実績

FY2013
2Q_実績

4,357

3,501

特別利益合計

116

2,826

特別損失合計

1,722

526

うち減損損失

149

23

うち投資有価証券評価損

1,466

380

税金等調整前当期純利益

2,751

5,801

法人税等

1,110

1,461

39

551

1,601

3,787

経常利益

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

FY2012
2Q_実績

FY2013
2Q_実績

1,641

4,339

その他有価証券評価差額

858

1,355

為替換算調整勘定

173

1,061

持分法適用会社に対する持分相当額

11

94

その他の包括利益合計

1,043

2,511

包括利益

2,684

6,851

その他包括利益:
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売上/営業利益 増減要因
FY2012
2Q_実績

FY2013
2Q_実績

増減

34,938

31,366

▲3,571

構成比 43.6％

構成比 43.4％

89.7%

15,565

15,665

構成比 19.5％

構成比 21.7％

100.6%

18,637

12,345

▲6,291

構成比 23.2％

構成比 17.1％

66.2%

7,422

8,744

＋1,321

構成比 9.2％

構成比 12.1％

117.7%

3,561

4,082

+520

構成比 4.4％

構成比 5.6％

114.6%

売上合計

80,125

72,203

▲7,921

営業利益

3,792

2,816

▲975

営業利益率

4.7％

3.9％

▲0.8％

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

＋100

90.1％

74.3％
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2014年3月期 第2四半期 トピックス
主な書籍作品ランキング
第2四半期3ヵ月計（2013年7月－9月）

シリーズ別・ベスト10

第1位：「カゲロウデイズ」シリーズ
第2位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第3位：「東京レイヴンズ」シリーズ

シリーズ別・ベスト10

第1位：「カゲロウデイズ」シリーズ
第2位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第3位：「図書館戦争」シリーズ

第4位：「とある科学の超電磁砲」シリーズ
第5位：「日本人の知らない日本語」シリーズ
第6位：「ストライク・ザ・ブラッド」シリーズ
第7位：「ゴールデンタイム」シリーズ
第8位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ
第9位：「ＢＲＯＴＨＥＲＳ ＣＯＮＦＬＩＣＴ」シリーズ
第10位：「ログ・ホライズン」シリーズ

第2四半期3ヵ月計（2013年7月－9月）

第２四半期累計（2013年4月－9月）

第4位：「はたらく魔王さま！」シリーズ
第5位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ
第6位：「ブラッドラッド」
第7位：「ハイスクールＤ×Ｄ」シリーズ
第8位：「とある科学の超電磁砲」シリーズ
第9位：「となりの関くん」シリーズ
第10位：「東京レイヴンズ」シリーズ

ジャンル別ベスト５

一般書

第1位： 「日本人の知らない日本語 4 海外編」

第２四半期累計（2013年4月－9月）ジャンル別ベスト５

第1位：「大泉エッセイ ～僕が綴った16年」
第2位：「日本人の知らない日本語 4 海外編」
第3位：「シャボンだまのきせき」
第4位：「ルイージマンション２ カンペキガイドブック」
第5位：「続・世界のなめこ図鑑（ブックマークつき）」

第2位：「シャボンだまのきせき」
第3位：「真・女神転生ＩＶ 公式コンプリートガイド」
第4位：「会うたびに「あれっ、可愛くなった？」と言わせる」
第5位：「無印良品は、仕組みが９割」

文庫

第1位：「県庁おもてなし課」

第1位：「マリアビートル」

第2位：「マリアビートル」
第3位：「あんじゅう 三島屋変調百物語事続」
第4位：「図書館戦争」
第5位：「零戦 その誕生と栄光の記録」

第2位：「心霊探偵八雲 ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ」
第3位：「零戦 その誕生と栄光の記録」
第4位：「風立ちぬ・美しい村・麦藁帽子」
第5位：「みんなのうた」

ライトノベル

第1位：「ソードアート・オンライン１３」

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：「ソードアート・オンライン１３」
第3位：「カゲロウデイズＩＩＩ －ｔｈｅ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｒｅａｓｏｎ－」
第4位：「カゲロウデイズＩＶ －ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｈｉｌｄｒｅｎ－」
第5位：「僕は友達が少ない 9」

第2位：「カゲロウデイズＩＶ －ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｈｉｌｄｒｅｎ－」
第3位：「僕は友達が少ない 9」
第4位：「新約 とある魔術の禁書目録（８）」
第5位：「魔法科高校の劣等生（１１）」

コミックス

第1位：「テルマエ・ロマエＶＩ」

第1位：「とある科学の超電磁砲（９）」

第2位：「坂本ですが？ １」
第3位：「とある科学の超電磁砲（９）」
第4位：「となりの関くん 4」
第5位：「デッドマン・ワンダーランド （１２）」

第2位：「デッドマン・ワンダーランド （１３）」
第3位：「世界一初恋」
第4位：「MFコミックス カゲロウデイズ 3」
第5位：「純情ロマンチカ 第１７巻」

第2四半期（累計） 主な映像・ゲーム作品
ライジング・ドラゴン

デートアライブ

僕は友達が少ないNEXT

発売元：角川書店
販売元：角川書店

発売元：角川書店
販売元：角川書店

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

©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

©2013 平坂読・メディアファクトリー／製作委員会は友達が少ないNEXT

© 2012 Jackie and JJ Productions Limited, Huayi Brothers Media Corporation
and Emperor Film Production Co Limited All rights reserved

映像 （ DVD/BD
）

変態王子と笑わない猫。
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
© 2013 さがら総・メディアファクトリー/「変猫。」製作委員会

発売元：角川書店
販売元：角川書店
© 2012 DRIVER FOR HIRE (QVF)
INC./ATLANTIQUE PRODUCTIONS S.A. "All Rights
Reserved"

図書館戦争
発売元：角川書店
販売元：角川書店

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

ゲーム

トランスポーター ザ・シリーズ

初音ミク ライブパーティー2013
in Kansai （ミクパ♪）

© "Library Wars" Movie Project

とある魔術の禁書目録 頂点決戦
配信元：Mobage
開発 ：HEROZ
メーカー ：アスキーメディアワークス
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE
©鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S
©2013 HEROZ/ASCII MEDIA WORKS Inc.

ＫＩＬＬＥＲ ＩＳ ＤＥＡＤ
プラットフォーム：PlayStation®3、
Xbox360®
発売元：角川ゲームス
開発：グラスホッパー・マニュファクチュア
© GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. / Published by KADOKAWA GAMES
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今後の主な作品

2014年3月期
第3四半期の主な作品

書

インフェルノ 上・下

かぐや姫の物語

艦これ白書

著者：ダン・ブラウン 訳：越前敏弥
（角川書店ＢＣ）
発売日：11月28日

原案・脚本：高畑勲
脚本・ノベライズ：坂口理子
（角川書店BC／「角川文庫」）
１０月２５日

（角川マガジンズＢＣ）
発売日：10月18日

籍

「ダ・ヴィンチ・コード」
「天使と悪魔」
「ロスト・シンボル」に続く！

ラングドン
シリーズ
第４弾！
ゴールデンタイム

－艦隊これくしょん オフィシャルブック－

艦隊育成シミュレーションゲーム
「艦隊これくしょん～艦これ～」の公式本！

魔法科高校の劣等生(12)

坂本ですが？ ２

原作：佐島勤 イラスト：石田可奈
（アスキー・メディアワークスBC／
「電撃文庫」）
発売日：１０月１０日

著者：佐野菜見
（エンターブレインＢＣ／「ビームコミックス」）
発売日：11月15日

ストライク・ザ・ブラッド

凪のあすから

原作：竹宮ゆゆこ イラスト：駒都えーじ
（アスキー・メディアワークスBC／「電撃文庫」）
放送局：MBS、TOKYO MX、チバテレビ 他

原作：三雲岳斗 イラスト：マニャ子
（アスキー・メディアワークスBC／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、MBS、CBC 他

原作：Project118 漫画：前田理想
放送局：TOKYO MX、BSマニアックス、サンテレビ 他

ＴＶ アニメ

既刊：ライトノベル７巻、関連ライトノベル3巻、
コミックス４巻

既刊：ライトノベル９巻、コミックス3巻

既刊：コミックス１巻

俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを
全力で邪魔している

ログ・ホライズン
原作：橙乃ままれ イラスト：ハラ カズヒロ
（エンターブレインBC）
放送局：ＮＨＫ Ｅテレ

勇者になれなかった俺はしぶしぶ
就職を決意しました。

既刊：一般書6巻、コミックス1巻
関連コミックス6巻

原作：春日部タケル イラスト：ユキヲ
（角川書店ＢＣ／「スニーカー文庫」）
放送局：サンテレビ、チバテレビ、TOKYO MX 他
既刊：ライトノベル6巻、
コミックス2巻、関連コミックス1巻

東京レイヴンズ

のんのんびより

機巧少女は傷つかない

著者：あっと
（メディアファクトリーBC／
「ＭＦコミックス アライブシリーズ」）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知 他
既刊：コミックス６巻

原作：海冬レイジ イラスト：るろお
（メディアファクトリーBC／「MF文庫J」）
放送局：AT-X、TOKYO MX、読売テレビ 他

原作:あざの耕平 イラスト:すみ兵
（富士見書房BC／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、テレビ神奈川、サンテレビ 他
既刊：ライトノベル10巻、関連ライトノベル１巻
コミックス7巻、関連コミックス2巻

映

10月12日公開

ファントム 開戦前夜

グランド・イリュージョン

Now
Printing

著者：左京潤 イラスト：戌角 柾
（富士見書房BC／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、AT-X、チバテレビ 他
既刊：ライトノベル７巻、コミックス2巻

既刊：ライトノベル12巻、コミックス７巻
関連コミックス１巻
10月25日公開

ハンガー･ゲーム２

画

監督･脚本: トッド・ロビンソン
出演：エド・ハリス 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

監督: ルイ・レテリエ
出演：ジェシー・アイゼンバーグ 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

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：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

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

© 2013 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

©2013 LIONS GATE FILMS INC.ALL RIGHTS RESERVED.

12月27日公開

図書館戦争

スマーフ2 アイドル救出大作戦！

劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
販売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
発売日：11月13日

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
販売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
発売日：12月13日

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
販売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
発売日：12月13日

DVD/BD

© 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. and Hemisphere – Culver II,
LLC. All Rights Reserved. SMURF, and all Smurfs characters: © Peyo. All
Rights Reserved.“Smurf” and “The Smurfs” are registered trademarks of
STUDIO PEYO

© "Library Wars" Movie Project

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

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ

ワールド・ウォーＺ

ハイスクールＤ×Ｄ NEW

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
販売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
発売日：12月20日

発売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
販売元：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
発売日：第２巻10月30日、第３巻11月27日
第４巻12月25日

発売元：角川書店ＢＣ
販売元：角川書店ＢＣ
発売日：第2巻10月25日、第３巻11月29日
第4巻12月27日

©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

©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

©2013 PARAMOUNT PICTURES.All Rights Reserved.

ゲ ーム

カードゲーム

アンジュ・ヴィエルジュ
企画・開発：富士見書房ＢＣ
発売・販売：メディアファクトリーＢＣ
発売日：１０月４日
© Ange Project

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ＢＣ/
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ＢＣ
©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

©2013 KADOKAWA /CREA-TECH

第4四半期の主な作品
となりの関くん

最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。

原作：よしだもろへ
（角川書店ＢＣ／「カドカワ・コミックスエース」）

原作：森繁拓真
（メディアファクトリーＢＣ／
「ＭＦコミックス フラッパーシリーズ」）

原作：松沢まり
（富士見書房ＢＣ／
「ドラゴン・コミックス・エイジ」）

既刊：コミックス4巻

既刊：コミックス5巻

既刊：コミックス６巻

魔法戦争

マケン姫っ！通
原作：武田弘光
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」）

著者：スズキヒサシ イラスト：瑠奈璃亜
（メディアファクトリーＢＣ／「ＭＦ文庫Ｊ」）

既刊：コミックス11巻

既刊：コミックス6巻

映

バイロケーション

画

監督・脚本: 安里麻里
原作：法条遥
（角川書店ＢＣ／「角川ホラー文庫」
出演：水川あさみ、千賀健永、高田翔 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
©2014「バイロケーション」製作委員会

ゲ ーム

ＴＶ アニメ

いなり、こんこん、恋いろは。

NAtURAL DOCtRINE
プラットフォーム： PlayStation®4 / PlayStation®3 /
PlayStation®Vita
発売日： 2014年2月22日 発売予定
発売元：角川ゲームス
開発：KADOKAWA GAME STUDIO
© 2013 Kadokawa Games, Ltd.

2014年1月18日公開

ドン・ジョンズ・アディクション（原題）
監督・脚本：ジョセフ・ゴードン＝レヴィット
出演：ジョセフ・ゴードン＝レヴィット 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2014年2月公開

モット！ソニコミ
プラットフォーム： PlayStation®3
発売日： 2014年 3月20日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店ＢＣ／ニトロプラス
開発：レジスタ／ニトロプラス
© 2011-2014 Nitroplus
©2014 Nitroplus/KADOKAWA CORPORATION
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