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2010年3月期 第3四半期(10-12月)のハイライト

累計営業利益28.7億円、前期比6.7％増

○クロスメディア事業の踏ん張り

XM

映像

出版

「沈まぬ太陽」の大ヒット

出版事業の堅調な推移

クロスメディア事業の踏ん張り

①業績の推移
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2010年3月期 第3四半期(10-12月)のハイライト

②財務面でのハイライト

➣ 発 行 額 ： 110億円

➣ 発 行 日 ： 2009年12月1日

➣ 償還期間 ： 5 年

➣ 転換価格 ： 2,802 円

●アルパイン円CBの発行
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2010年3月期 第3四半期実績（累計）

第3四半期累計 当期実績 前年同期
前年

同期比

前年

増減

売上高 99,014 106,616 92.9% ▲ 7,602

売上原価 74,203 80,353 92.3% ▲ 6,150

売上総利益 24,811 26,263 94.5% ▲ 1,452

販管費 21,936 23,569 93.1% ▲ 1,633

営業利益 2,874 2,694 106.7% 180

(営業利益率) 2.9% 2.5%

経常利益 3,122 3,304 94.5% ▲ 182
税金等調整前

当期純利益
2,526 ▲ 17 ― 2,543

当期純利益 54 ▲ 3,475 ― 3,529

第3四半期累計 当期実績 前年同期
前年

同期比

前年

増減

売上高 99,014 106,616 92.9% ▲ 7,602

売上原価 74,203 80,353 92.3% ▲ 6,150

売上総利益 24,811 26,263 94.5% ▲ 1,452

販管費 21,936 23,569 93.1% ▲ 1,633

営業利益 2,874 2,694 106.7% 180

(営業利益率) 2.9% 2.5%

経常利益 3,122 3,304 94.5% ▲ 182
税金等調整前

当期純利益
2,526 ▲ 17 ― 2,543

当期純利益 54 ▲ 3,475 ― 3,529

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

当期実績 前年同期 増減

売上高 53,319 53,522 ▲ 203

営業利益 4,439 3,809 630

売上高 22,088 26,134 ▲ 4,046

営業利益 ▲ 757 ▲ 854 97

売上高 17,798 20,579 ▲ 2,781

営業利益 179 230 ▲ 51

その他 売上高 5,808 6,380 ▲ 571

（ｹﾞｰﾑ、広告代理など） 営業利益 ▲ 154 349 ▲ 504

▲ 832 ▲ 840 8

売上高 99,014 106,616 ▲ 7,601

営業利益 2,874 2,694 180

第3四半期累計

連結

出版

映像

ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ

　全社費用・消去

当期実績 前年同期 増減

売上高 53,319 53,522 ▲ 203

営業利益 4,439 3,809 630

売上高 22,088 26,134 ▲ 4,046

営業利益 ▲ 757 ▲ 854 97

売上高 17,798 20,579 ▲ 2,781

営業利益 179 230 ▲ 51

その他 売上高 5,808 6,380 ▲ 571

（ｹﾞｰﾑ、広告代理など） 営業利益 ▲ 154 349 ▲ 504

▲ 832 ▲ 840 8

売上高 99,014 106,616 ▲ 7,601

営業利益 2,874 2,694 180

第3四半期累計

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

出版事業は堅調に推移。周年イ
ベントが重なった前期に匹敵す
る売上高を維持。

大型作品（「よつばと。」「ら
き☆すた」等）を予定通り刊行
し売上・利益両面で大きく貢献。

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
を行い黒字化維持。

「沈まぬ太陽」の製作費先行計
上により当期内映像事業は損失。
今後はDVDやTV放映等でコスト

を回収。
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通期業績予想へ向けた進捗

2010年3月期
通期業績予想

(修正前)

通期業績予想

(修正後)
第３四半期実績

売上高 140,000 133,000 99,014

営業利益 5,000 4,000 2,874

経常利益 5,000 4,000 3,122

当期純利益 2,000 600 54

2010年3月期
通期業績予想

(修正前)

通期業績予想

(修正後)
第３四半期実績

売上高 140,000 133,000 99,014

営業利益 5,000 4,000 2,874

経常利益 5,000 4,000 3,122

当期純利益 2,000 600 54

（単位：百万円）
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通期業績予想修正の要因について

①雑誌販売および広告収入

②DVD市況低迷による販売不振

③興行収入の未達

④税負担の増

特に純利益の見込みが悪化
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歴
史
書

新
書

別冊歴史読本
「秋山好古・真之兄弟と
正岡子規らが生きた時代」

東野圭吾
「さまよう刃」

山田悠介
「アバター」

「オール」

単
行
本
・
文
庫

ビ
ジ
ネ
ス
書

第3四半期のヒット作品

野村克也
「あ～ぁ、楽天イーグルス」

岡本裕
「９割の病気は自分で治せる」

石井貴士
「1分間勉強法」

映画連動
展開

年間ビジネス書

ランキング１位

（日販調べ）

単行本

文庫

文庫
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第3四半期のヒット作品

「らきすた」 「よつばと」

「とある科学の超電磁砲④」

コ
ミ
ッ
ク

井上堅二
「バカとテストと召喚獣」

鎌池和馬
「とある魔術の禁書目録」

伏見つかさ
「俺の妹がこんなに
可愛いわけがない」

雪乃紗衣
「彩雲国物語」

葵せきな
「生徒会」シリーズ

雨木シュウスケ
「鋼殻のレギオス」

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル

「おまもりひまり」
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第3四半期のヒット作品

DVD・ｹﾞｰﾑ 10月新番のアニメのDVDや著名コンテンツのDVD、

ゲームソフトが売上貢献！！

「生徒会の一存」「涼宮ハルヒの憂鬱」
新シリーズ

「らき☆すた
ネットアイドルマイスター」

ゲームソフト
DVD

「そらのおとしもの」

DVD

DVD

「CSI:Miami」

DVD
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3月

出版事業 今後の展開

2月

1月 トピックス
ロバート・ラングドンシリーズ第3弾 3月3日

「ロスト・シンボル」発売！

トピックス 1月新番のテレビアニメ

●「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

●「れでぃ×ばと!」

使命と魂のリミット/東野圭吾

●「バカとテストと召喚獣」

ｺﾐｯｸ

文庫

攻略本

単行本 ロスト・シンボル/ダン・ブラウン

劇場版 涼宮ハルヒの消失

トピックス 劇場版「涼宮ハルヒの消失」公開

●2月6日（土）全国２４の劇場で

ロードショー。
●特典付前売券は即日完売
●通常前売券の販売も好調

消失 上中下/高杉良文庫

長門有希ちゃんの消失

ｺﾐｯｸ ケロロ軍曹⑳

ｺﾐｯｸ

真月譚 月姫⑦ｺﾐｯｸ

バカとテストと召喚獣(7.5)/井上堅二文庫

ファンタシスターポータブル２

攻略本 Jリーグプロサッカークラブをつくろう６

生徒会の火種/葵せきな文庫

おまもりひまり⑥ｺﾐｯｸ

とらドラ③ｺﾐｯｸ

とある魔術の禁書目録⑳文庫

俺の妹がこんなに可愛いわけがない⑤/伏見つかさ文庫

狼と香辛料⑭/支倉凍砂文庫

真月譚 月姫⑧ｺﾐｯｸ

塩の街/有川浩文庫

●9月15日、全米で発売開始。初版500万部。
10月には60万部の重版が決定。

●発売2ヶ月で全世界販売部数1000万部突破
●全米ベストセラーランキング6週連続１位

文庫 ユニコーンの日 機動戦士ガンダムUC上・下/福井晴敏

(C)成田良悟／アスキー・メディアワークス／
池袋ダラーズ・MBS

(C)2010 Kenji Inoue／PUBLISHED BY ENTERBRAIN, INC.／
バカとテストと召喚獣制作委員会

(C)2009 Nagaru Tanigawa・Noizi Ito/SOS団
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★1月

映像事業 今後の展開

★

★制作配給 ★配給 ★海外 ●ＤＶＤ ●Blu-ray

2月

3月

トピックス 「人間失格」公開

「ケロロ軍曹5」

「板尾創路の脱獄王」

「人間失格」

★

公開14週目、ロングラン公開中。
日本アカデミー賞に12部門、最多ノミネート

・・最優秀賞 3月5日（金）発表

★ 「NINE（ナイン）」

CSI：科学捜査班 ｼｰｽﾞﾝ8

JIN－仁－

ニュームーン・トワイライトサーガ

狼と香辛料④

キディ･ガーランド①

おまもりひまり①

くるねこ②

こばと。①

生徒会の一存②

とある科学の超電磁砲①

魔術師マーリン

トランスポーター３

そらのおとしもの②

デュラララ！①

2010年2月20日公開
●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。

トピックス 「NINE」公開

トピックス 「沈まぬ太陽」大ヒット上映中

★ 「マイレージ、マイライフ」

©2009 The Weinstein Company. All Rights Reserved.

「シカゴ」
ロブ・マーシャル最新作

キディガーランド①

Ⓒ2010「板尾創路の脱獄王」製作委員会

©2010 吉崎観音／角川書店,角川映画,
サンライズ,NTTドコモ,テレビ東京,NAS
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3月

クロスメディア/その他事業 今後の展開

書籍

1月

2月

トピックス アニメ化作品のゲーム連動

東京ウォーカー創刊20周年トピックス

東京ウォーカー創刊20周年

長崎県ウォーカー

東住吉平野ウォーカー

しょこたんスクールカレンダー

しょこたんぶろぐ 超貧欲デイズ

人間失格公式写真集 生田斗真

灘・東灘ウォーカー

雑誌

Mook

Mook

Mook

Mook

「そらのおとしもの」PSP

「生徒会の一存 –DSする生徒会-」NDS

1月

3月

～

●今期テレビアニメ化された作品をゲーム化

●ゲームの流通を角川ゲームスに集約

「未来日記 -13人目の日記所有者-」PSP

1991年創刊。20周年を機に各種イベントや

新企画がスタート

書籍

Mook

Mook

からだ骨気

１・２・３でできるとびきりのおかず

宇治伏見ウォーカーMook



14

☆本資料における注記事項

 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。

 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。

 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


