株式会社KADOKAWA
2015年3月期 第2四半期決算
2014年11月13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。
FY2013・・・2013/04/01～2014/03/31＝2014年3月期＝前期
FY2014・・・2014/04/01～2015/03/31＝2015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

FY2013_2Q
実績

FY2014_2Q
実績

売上

72,203

70,471

営業
利益
経常
利益

2,816

当期
純利益

営業利益率：3.9％

3,501
3,787

対前年▲1,732(97.6％)

▲933
営業利益率：▲1.3％
対前年▲3,749 (---％)

0
対前年 ▲3,501 (0.0％)

▲835
対前年 ▲4,623 (---％)
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連結損益計算書（経営利益～当期純利益抜粋）
FY2013_2Q
実績

FY2014_2Q
実績

経常利益

3,501

0

特別利益合計

2,826
526

12
344

うち投資有価証券評価損

380

44

その他特別損失

0

285

少数株主利益

5,801
1,461
551

▲331
429
74

当期純利益

3,787

▲835

単位：百万円
※百万円未満切捨て

特別損失合計

税金等調整前当期純利益
法人税等
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連結包括利益計算書
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

FY2013_2Q
実績

FY2014_2Q
実績

4,339

▲761

その他有価証券評価差額金

1,355

▲2,837

為替換算調整勘定

1,061

▲355

持分法適用会社に対する持分相当額

94

▲38

その他の包括利益合計

2,511

▲3,229

包括利益

6,851

▲3,991

その他の包括利益:
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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

FY2013_2Q
実績

FY2014_2Q
実績

31,366

28,880

構成比43.4％

構成比40.9％

15,665

15,424

構成比21.7％

構成比21.9％

12,345

12,722

構成比17.1％

構成比18.0％

8,744

12,547

構成比12.1％

構成比17.8％

4,082

896

構成比5.6％

構成比1.2％

▲3,185
21.9％

72,203

70,471

▲1,732
97.6％

▲933

▲3,749
---％

2,816
3.9％

▲1.3％

増減
▲2,486
92.0％
▲240
98.4％
+376
103.0％
+3,803
143.5％

▲5.2pt
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2015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（2014年7月－9月）

シリーズ別・ベスト10

第1位：「艦隊これくしょん -艦これ-」関連
第2位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第3位：「ラブライブ！」関連

第２四半期累計（2014年4月－9月）

第1位：「艦隊これくしょん -艦これ-」関連
第2位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第3位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ

第4位：「ログ・ホライズン」シリーズ
第5位：「アナと雪の女王」関連
第6位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ
第7位：「遺譜 浅見光彦最後の事件」シリーズ
第8位：「とある科学の超電磁砲」シリーズ
第9位：「世界一初恋」シリーズ
第10位：「破門」関連

第2四半期3ヵ月計（2014年7月－9月）

一般書

第1位：

第4位：「アナと雪の女王」関連
第5位：「カゲロウデイズ」シリーズ
第6位：「ラブライブ！」関連
第7位：「ノーゲーム・ノーライフ」シリーズ
第8位：「ログ・ホライズン」シリーズ
第9位：「東京ＥＳＰ」シリーズ
第10位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ

ジャンル別ベスト５

「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて
慶應大学に現役合格した話」

第２四半期累計（2014年4月－9月）ジャンル別ベスト５

第1位：

文庫

第1位：「お文の影」

第1位：「新訳 思い出のマーニー」

第2位：「心霊探偵八雲 ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ
第3位：「万能鑑定士Ｑの謎解き」
第4位：「万能鑑定士Ｑの事件簿 ＩＸ」
第5位：「万能鑑定士Ｑの事件簿 Ｉ」

第2位：「悪血 表御番医師診療禄４」
第3位：「数えずの井戸」
第4位：「ホーンテッド・キャンパス 雨のち雪月夜」
第5位：「お文の影」

ライトノベル
コミックス

第1位： とある魔術の禁書目録外伝」

「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて
慶應大学に現役合格した話」

第2位：「アナと雪の女王 角川アニメ絵本」
第3位：「艦隊これくしょん 艦これ 艦娘型録」
第4位：「破門」
第5位：「遺譜 浅見光彦最後の事件 上」

第2位：「艦隊これくしょん 艦これ 艦娘型録」
第3位：「破門」
第4位：「遺譜 浅見光彦最後の事件 上」
第5位：「遺譜 浅見光彦最後の事件 下」

第1位：「ソードアート・オンライン１５

シリーズ別・ベスト10

第1位： 「ソードアート・オンライン１４
アリシゼーション・ユナイティング」

アリシゼーション・インベーディング」

第2位：「ソードアート・オンライン１５ アリシゼーション・インベーディング」
第3位：「魔法科高校の劣等生（１３）スティープルチェース編」
第4位：「魔法科高校の劣等生（１４）古都内乱編＜上＞ 」
第5位：「新約 とある魔術の禁書目録（１０） 」

第2位：「魔法科高校の劣等生（１４）古都内乱編＜上＞」
第3位：「デート・ア・ライブ１１ 鳶一デビル」
第4位：「はたらく魔王さま！０」
第5位：「緋弾のアリアＸＶＩＩＩ 星条旗の覇道」

「とある科学の超電磁砲（１０）

祈りの柩」

「とある科学の超電磁砲（１０）

第1位： とある魔術の禁書目録外伝」

第2位：「となりの関くん ６」
第3位：「世界一初恋～小野寺律の場合９～小冊子付き特装版」
第4位：「ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた～ ２」
第5位：「のんのんびより７巻 ＯＡＤ付き特装版」

第2位：「となりの関くん ６ 」
第3位：「世界一初恋～小野寺律の場合９～小冊子付き特装版」
第4位：「カゲロウデイズ ５ 」
第5位：「ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた～ ２ 」

第2四半期（累計） 主な映像・ゲーム作品
映像 （ DVD/BD
）

妖怪ウォッチ
（レンタル）
発売元：小学館・メディアファクトリーBC
販売元：メディアファクトリーBC
©L5/YWP･TX

相続者たち ＢＯＸ I・II
発売元：メディアファクトリーBC、アクロス、
フジテレビ
販売元：メディアファクトリーBC
© SBS

ノーゲーム・ノーライフ

デート・ア・ライブⅡ

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BC

発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

©2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊／
ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会

サンブンノイチ
発売元：よしもとアール・アンド・シー
販売元：角川書店BC
© 2014「サンブンノイチ」製作委員会

©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/
「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会

月刊少女野崎くん
発売元：メディアファクトリーBC
販売元：メディアファクトリーBC
©椿いづみ／スクウェアエニックス・「月刊少女野崎くん」製作委員会

ゲーム

ラブライブ!

英雄伝説 碧の軌跡 Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ＮＡｔUＲＡＬ ＤＯＣｔＲＩＮＥ

Ｓｃｈｏｏｌ ｉｄｏｌ ｐａｒａｄｉｓe VOL1～VOL3
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス

プラットフォーム：PlayStation®4、

© 2013 プロジェクトラブライブ！©KADOKAWA CORPORATION 2013

©2014 Chara-Ani Corporation. All Rights Reserved. /
©2011 Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved.

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
©2013-2014 Kadokawa Games, Ltd.
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今後の主な作品
2015年3月期 10月～12月の主な作品

書 籍

ナミヤ雑貨店の奇蹟

鹿の王 上・下

新世紀エヴァンゲリオン14

著者：東野圭吾
（角川書店ＢＣ／「角川文庫」）

著者：上橋菜穂子（角川書店ＢＣ）
2014年国際アンデルセン賞受賞第一作！

著者：貞本義行
原作：カラー
原作：ＧＡＩＮＡＸ
（角川書店ＢＣ／
「角川コミックス・エース」）

世界一かんたん定番年賀状 2015

作家デビュー２５周年
＆待望の書き下ろし
長編作品

（アスキー・メディアワークスBC）
〜2015年版年賀状素材集ラインアップ〜
印刷するだけ びゅんびゅん年賀状 DVD 2015
KADOKAWA年賀状 DVD 2015 他13冊

ビブリア古書堂の事件手帖6
著者：三上 延
（アスキー・メディアワークスＢＣ/
「電撃文庫」）

ログ・ホライズン 第2シリーズ

ア ニメ

トリニティセブン

著者：賀東招二 イラスト：なかじまゆか
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」)
放送局：テレ玉、tvk、KBS京都

著者：サイトウケンジ 作画：奈央晃徳
（富士見書房BC／
「ドラゴンコミックスエイジ」）
放送局：テレビ東京、テレビ愛知 他

既刊：ライトノベル5巻、関連ライトノベル1巻、
コミックス2巻

既刊：コミックス20巻、関連書籍他

棺姫のチャイカ 第2期
著者：榊一郎
イラスト：なまにくATK（ニトロプラス)
（富士見書房BC「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、三テレビ 他
既刊：ライトノベル10巻、コミックス4巻、
関連コミックス１巻、関連単行本１巻

既刊：コミックス10巻、関連ライトノベル1巻

デンキ街の本屋さん
著者：水あさと
（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」）
放送局：TOKYO MX、BS11、AT-X他

オレん家のフロ事情

魔弾の王と戦姫

著者：いときち
（メディアファクトリーＢＣ／
「MFコミックス ジーンシリーズ」）
放送局：BS11

著者：川口士、キャラクター原案：よし☆ヲ
イラスト：片桐雛太
（メディアファクトリーBC／「ＭＦ文庫Ｊ」）
放送局：AT-X、MBS、TOKYO MX他
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

既刊：コミックス5巻

既刊：コミックス9巻

映
画

監督・脚本: ギャレス・エヴァンス
出演：イコ・ウワイス、松田龍平、
遠藤憲一、北村一輝 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

原作：ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 著者：西脇だっと
（角川書店BC／「角川コミックス・エース」）
放送局：TOKYO MX、とちぎテレビ他

既刊：小説8巻、コミックス1巻
関連コミックス10巻、関連単行本5巻

甘城ブリリアントパーク

ザ・レイド GOKUDO

Fate/stay night

著者: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：Eテレ

11月22日公開

フューリー

11月28日公開

監督:デヴィッド・エアー
出演：ブラッド・ピット、
シャイア・ラブーフ他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おやすみなさいを言いたくて 12月13日公開
監督:エーリク・ポッペ
出演：ジュリエット・ビノシュ他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
©paradox/newgrange pictures/zentropa international
sweden 2013 PHOTO (c) Paradox/Terje Bringedal

©Norman Licensing, LLC 2014

妖怪ウォッチDVD-BOX1

ダイバージェント

ストライクウィッチーズ

DVD、Blu-ray
発売元：小学館・メディアファクトリーBC
販売元：メディアファクトリーBC
発売日：10月29日

DVD、Blu-ray

Operation Victory Arrow vol.1サン・トロンの雷鳴

DVD、Blu-ray
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
発売日：12月12日

発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
発売日：11月7日

Ⓒ金城一紀／テレビ朝日
TM & ©2013 Summit Entertainmet, LLC. All Rights Reserved.

© L5/YWP･TX

ゲ ーム

DVD/Blu-ray

©2013 PT Merantau Films

甘城ブリリアントパーク
DVD, Blu-ray
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
発売日：12月26日

©2014 島田フミカネ・KADOKAWA／第501統合戦闘航空団

Fate/hollow ataraxia

ダービースタリオンGOLD

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 11月27日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：KADOKAWA 角川書店BC

プラットフォーム： ニンテンドー3DS
発売日： 2014年12月4日 発売予定
発売元：角川ゲームス

©TYPE-MOON / KADOKAWA

©賀東招二・なかじまゆか/甘ブリ再生委員会

©2014 ParityBit

2015年3月期 1月～3月期の主な作品
艦隊これくしょん
ア ニメ

関連書籍 多数
艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘型録
艦隊これくしょん -艦これ- 鎮守府生活のすゝめ
艦隊これくしょん -艦これ- いつか静かな海で 他

ISUCA
著者：高橋脩
（角川書店ＢＣ／
「角川コミックス・エース」）
既刊：コミックス5巻

ストライクウィッチーズ

1月10日公開

著者：上栖綴人 イラスト：大熊猫介
（角川書店ＢＣ／「角川スニーカー文庫」)

既刊：ライトノベル13巻、関連ライトノベル2巻、
関連コミックス2巻

既刊：ライトノベル6巻、コミックス3巻

アブソリュート・デュオ

冴えない彼女の育てかた

著者：柊★たくみ イラスト：浅葉ゆう
（メディアファクトリーＢＣ／
「MF文庫J」)

著者：丸戸史明 イラスト：深崎暮人
（富士見書房BC／「ファンタジア文庫」
既刊：ライトノベル6巻、関連ライトノベル1巻
関連コミックス３巻

1月15日公開

監督：ロジャー・ドナルドソン
出演：ピアーズ・ブロスナン他
配給:KADOKAWA
© 2014 No Spies, LLC. All Rights Reserved

ゲ ーム

画

2月6日公開

スパイ・レジェンド

デュラララ!! Relay
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 2015年1月29日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：KADOKAWA
©2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／
池袋ダラーズ ©KADOKAWA CORPORATION 2014

カードゲーム

映

© 2014島田フミカネ・KADOKAWA／第５01統合戦闘航空団

華麗なる名画の秘密
監督：デヴィッド・コープ
出演：ジョニー・デップ 他
配給：KADOKAWA

新妹魔王の契約者

既刊：ライトノベル6巻、コミックス2巻

Operation Victory Arrow vol.2
エーゲ海の女神
原作：島田フミカネ&Project Kagonish

チャーリー・モルデカイ

デュラララ!!
著：成田良悟 イラスト：ヤスダスズヒト
（アスキーメディアワークスＢＣ／「電撃文庫」)

パズル＆ドラゴンズ
トレーディングカードゲーム
発売日：2015年1月15日
・パズル＆ドラゴンズTCG スターターパック第1弾
「爆動の火山龍」 「破滅の悪魔龍」 ※2種同時発売
発売日：2015年1月29日
・パズル＆ドラゴンズTCG ブースターパック第1弾
「旅立ちの刻(とき)」
・パズル＆ドラゴンズTCG
スリーブコレクション ※2種同時発売
・パズル＆ドラゴンズTCG
デッキケースコレクション※2種同時発売
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