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2010年3月期 第2四半期 ハイライト 

構造改革の推進により収益力が大幅に回復 

営業利益23億円。前年同期比2.3倍 

アニメの積極上映などシネコンの個性化推進効果 

映像事業の黒字化 

出版業界で高い収益力を持続 

出版セグメントで営業利益8.6億円を上積み
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2010年3月期 第2四半期実績（連結） 

2010年3月期 

第2四半期 
実績 前年同期 

前年 

同期比 

前年 

増減 

売上高 63,447 69,575  91.2%  ▲ 6,127 

売上原価 46,665 52,834  88.3%  ▲ 6,169 

売上総利益 16,782 16,740  100.3%  41 

販管費 14,466 15,739  91.9%  ▲ 1,272 

営業利益 2,316 1,001  231.3%  1,314 

(営業利益率) 3.7% 1.4% 
経常利益 2,531 1,487  170.2%  1,043 
税金等調整前 

当期純利益 2,002 48  4160.1%  1,954 

当期純利益 595 ▲ 1,854 ― 2,449 

2010年3月期 

第2四半期 
実績 前年同期 

前年 

同期比 

前年 

増減 

売上高 63,447 69,575  91.2%  ▲ 6,127 

売上原価 46,665 52,834  88.3%  ▲ 6,169 

売上総利益 16,782 16,740  100.3%  41 

販管費 14,466 15,739  91.9%  ▲ 1,272 

営業利益 2,316 1,001  231.3%  1,314 

(営業利益率) 3.7% 1.4% 
経常利益 2,531 1,487  170.2%  1,043 
税金等調整前 

当期純利益 2,002 48  4160.1%  1,954 

当期純利益 595 ▲ 1,854 ― 2,449 

（単位：百万円）
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（単位：百万円） 

実績 前年同期 増減 

売上高 33,739 33,983 ▲ 244 

営業利益 2,593 1,724 869 

売上高 14,609 17,637 ▲ 3,028 

営業利益 503 ▲ 478 982 

売上高 11,430 13,307 ▲ 1,877 

営業利益 9 ▲ 61 70 

その他 売上高 3,668 4,646 ▲ 977 

（ｹﾞｰﾑ、広告代理など） 営業利益 ▲ 119 369 ▲ 488 

▲ 669 ▲ 551 ▲ 118 

売上高 63,447 69,575 ▲ 6,127 

営業利益 2,316 1,001 1,314 

2010年3月期第2四半期 

連結 

出版 

映像 

ｸﾛｽ ﾒﾃ ゙ｨｱ

　全社費用・ 消去 

実績 前年同期 増減 

売上高 33,739 33,983 ▲ 244 

営業利益 2,593 1,724 869 

売上高 14,609 17,637 ▲ 3,028 

営業利益 503 ▲ 478 982 

売上高 11,430 13,307 ▲ 1,877 

営業利益 9 ▲ 61 70 

その他 売上高 3,668 4,646 ▲ 977 

（ｹﾞｰﾑ、広告代理など） 営業利益 ▲ 119 369 ▲ 488 

▲ 669 ▲ 551 ▲ 118 

売上高 63,447 69,575 ▲ 6,127 

営業利益 2,316 1,001 1,314 

2010年3月期第2四半期 

連結 

出版 

映像 

ｸﾛｽ ﾒﾃ ゙ｨｱ

　全社費用・ 消去 

セグメント別実績 

｢エヴァンゲリオン｣｢サマーウォーズ｣ 
｢さまよう刃｣などで映画連動の積極的 
販売展開が売上に大きく貢献。 

中経出版、新人物往来社の堅調な推移。 
文庫中心に富士見書房が前期より好調 
を持続。 

地道なエリア広告営業活動と人件費の 
削減などで収益性の改善と売上減の食 
い止め策を行い黒字化。 

角川映画、角川シネプレックスの黒字 
化で前年同期プラス10億円の利益貢献
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当期の主なヒット作 

出版 

「そらのおとしもの」 
シリーズ 

東野圭吾 
「さまよう刃」 

DVD 

「涼宮ハルヒの憂鬱4 
笹の葉ラプソディ」 

「ガメラ」Blu-ray 「ドロップ」 

今春上映作品やアニメ作品の販売好調 
Bluray作品も積極的に投入 

夏休みの映画連動でコミックが順調に推移。一方硬派の新書でヒット作が続く 

「とある科学の超電 
磁砲」シリーズ 

ゲーム攻略本 
「ポケットモンスター」 

「純情ロマンチカ12」 「灼眼のシャナ19」 

有川浩 
「植物図鑑」 

柳広司 
「ダブル・ジョーカー」 

野中広務、辛淑玉 
「差別と日本人」 

「サマーウォーズ」 

「生徒会の一存」 
シリーズ 

坂東眞理子 
「幸せの作法」 

「反骨心」 
清原 和博
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通期業績予想へ向けた進捗率 

2010年3月期 第２四半期実績 
第2 四半期 

業績予想 
進捗率 通期業績予想 進捗率 

売上高  63,447  68,000  93%  140,000  45% 

営業利益  2,316  2,000  116%  5,000  46% 

経常利益  2,531  2,000  127%  5,000  51% 

当期純利益  595  700  85%  2,000  30% 

2010年3月期 第２四半期実績 
第2 四半期 

業績予想 
進捗率 通期業績予想 進捗率 

売上高  63,447  68,000  93%  140,000  45% 

営業利益  2,316  2,000  116%  5,000  46% 

経常利益  2,531  2,000  127%  5,000  51% 

当期純利益  595  700  85%  2,000  30% 

（単位：百万円） 

※アスキー・メディアワークスの会社規模変更に伴う退職金積み立て2億7千万円
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1月 

2月 

12月 

らき☆すた⑦ 

出版事業 今後の展開 

アバター/山田悠介 11月 

10月 機動戦士ガンダムさん いつつめの巻 

よつばと！⑨ コミック 

年賀状8タイトル発売開始 

月姫⑦ コミック 

バカとテストと召喚獣⑦/井上堅二 

トピックス メディアワークス文庫創刊 

メディアワークス文庫創刊！ 

攻略本 

トピックス テレビアニメ作品続々登場 

●「デュラララ!!」 

●「ソ・ラ・ノ・オ・ト」 

●「おまもりひまり」 

機動戦士ガンダム THE ORIGIN⑳ コミック 

生徒会の一存② 

文庫 

文庫 オール/山田悠介 

彩雲国物語⑲/雪乃紗衣 ●「そらのおとしもの」 

●「こばと。」 

●「生徒会の一存」 

●「乃木坂春香の秘密」 

●「とある科学の超電磁砲」 

●「キディ・ガーランド」 

●「れでぃ×ばと!」 

●「アスラクライン」 

10月 

スタート 

1月 

スタート 

●大人のためのエンタテインメント小説 

●2009年12月16日創刊 

●創刊ラインナップは全て書下ろし 

●有川浩、壁井ユカコ、入間人間、古橋秀之、 
渡瀬草一郎、杉井光といった強力な作家陣。 
2名の新人作家もデビュー 

SNOOPYかんたん家計簿2010 

使命と魂のリミット/東野圭吾 

“文学少女”見習いの傷心/野村美月 

生徒会の七光/葵せきな 

ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシル 
バー 

モンスターハンター3 攻略本 

戦国ランス 巻の二 ドラゴンコミックスエイジ創刊！ 

文庫 

コミック 

告白的恋愛論/渡辺淳一 単行本 

ロバート・ラングドンシリーズ第3弾 

「ロスト・シンボル」今期中発売予定！ 

文庫 

文庫 

文庫 

コミック 

コミック 

コミック 

単行本 

乙嫁語り① コミック
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★

★ 

10月 

映像事業 今後の展開 

★ 

★ 

★制作配給 ★配給 ●ＤＶＤ ●Blu-ray 

10月24日公開 「沈まぬ太陽」 

11月7日公開 

「僕等のワンダフルデイズ」 

10月10日公開 「ATOM」 

11月 

12月 

10月3日公開 

「テイルズオブヴェスペリア」 
東京マグネチュード8.0 トピックス 「沈まぬ太陽」公開 

トピックス 「人間失格」新春公開 

★「ケロロ軍曹5」 

「大雷蔵祭」 

1月 

3月 

「板尾創路の脱獄王」 

「人間失格」 ★ 
★ 

11月28日公開 

「ニュームーン/ 
トワイライト・サーガ」 

★ 

CSI:NY4 

涼宮ハルヒの憂鬱（新シリーズ） 

シャングリ・ラ 

鋼殻のレギオス 

東京マグニテュ－ド8.0 幻魔大戦 

ファイブスター物語 東のエデン 

くるねこ 

CSI:NY4 

そら/おとしもの 

2010年2月公開予定 
●太宰治生誕100周年記念作品。 

主演はジャニーズ事務所の生田斗真 
●原作文庫の販売で出版事業と連動。 

10月24日、全国一斉ロードショー 

生徒会の一存 

こばと。 

キディ・ガーランド 

2010年春「涼宮ハルヒの消失」劇場公開 

キディ・グレイド 

らき☆すた in 武道館 

●上映館数330超、 
スクリーン400超 

●公開土日 
興行収入2.5億円 

2月
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3月 

クロスメディア/その他事業 今後の展開 
Mook 

書籍 

10月 

11月 

12月 ザテレビジョン 

年末年始超特大号 
雑誌 

トピックス 効率的ゲーム展開 

ザテレビジョン、 
さらなる攻勢 

トピックス 

東京ウォーカー 

創刊20周年キャンペーン 

ラーメンウォーカー 

須磨垂水ウォーカー 

西宮ウォーカー 

千葉ウォーカー冬遊び 

船橋習志野ウォーカー 

大津草津ウォーカー 

佐賀県ウォーカー 

雑誌 

Mook 

Mook 

Mook 

Mook 

Mook 

「らき☆すた ネットアイドル・マイスター」PSP 

「未来日記」PSP 

「Dear Girl ～Stories～ 響 響特訓大作戦！」NDS 

12月 

3月 

～
 

「月刊ザテレビジョン」増版 

●グループの有力コンテンツをゲーム化 

●ゲームの流通を角川ゲームスに集約 「かものはしかも」NDS 

●完全地デジ宣言！（週刊＆月刊） 
番組表を地デジ対応、大きく見やすくにリニューアル 

●月刊ザテレビジョン増版 
北陸・南九州など５エリアで増版。 
全15版で全国をカバーする体制に 

4ch 5ch 6ch 7ch 8ch
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☆本資料における注記事項 

n 当資料に記載の業績予想は、資料作成時点で入手している情報による判断及び仮定に基づい 
た発表日現在の見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 

n そのため、実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となりうることを 
ご承知おきください。 

n また、当資料に記載している当社および当社グループ会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市 
場動向等の情報は、公開情報から引用したものであり、かかる情報の正確性・適正性について 
は、当社は検証を行なっておらず、また、これを保証するものでもありません。 

㈱角川グループホールディングス IR・広報室


