
2011年3月期 第2四半期決算説明会

2010年10月28日



2

2011年3月期 第2四半期連結累計実績
（単位：百万円）

第2四半期累計実績 前年同期 前年同期比 増減

売上高 66,875 63,447 105.4% 3 ,428

売上原価 49,862 46,665 106.9% 3 ,197

売上総利益 17,013 16,782 101.4% 230

販管費 14,525 14,466 100.4% 58

営業利益 2,487 2,316 107.4% 171

(営業利益率) 3.7% 3.7%

経常利益 2,903 2,531 114.7% 372

特別損益 ▲ 3,075 ▲ 528 - ▲ 2,546

法人税等･

少数株主持分損益 ▲ 1,927 ▲ 1,407 - ▲ 520

四半期純利益 ▲ 2,099 595 - ▲ 2,694
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対業績予想 進捗状況

（単位：百万円）

2011年3月期
第２四半期累計実

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 66,875 62,000 108% 136,000 49%

営業利益 2,487 1,800 138% 5,700 44%

経常利益 2,903 2,000 145% 6,000 48%

当期純利益 ▲ 2,099 ▲ 1,800 - 2,000 -
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（単位：百万円）

セグメント別実績

※売上高は外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高の合算値です

第2四半期
累計実績

前年同期 増減

売上高 46,038 41,638 4,399

営業利益 3,849 2,653 1,196

売上高 15,223 14,661 561

営業利益 ▲ 554 469 ▲ 1,024

売上高 13,369 14,621 ▲ 1,252

営業利益 ▲ 335 ▲ 176 ▲ 158

売上高 ▲ 7,754 ▲ 7,474 ▲ 280

営業利益 ▲ 471 ▲ 630 158

売上高 66,875 63,447 3,428

営業利益 2,487 2,316 171

2011年3月期

連結

出版

映像

ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ

　除外/全社・消去
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単
行
本

第２四半期のヒット作品（4～9月）

伊坂幸太郎 著

「マリアビートル」
石田衣良 著

「美丘」

畠中恵 著

「つくもがみ貸します」
東野圭吾 著

「夜明けの街で」
冲方丁 著

「天地明察」

文
庫

京極夏彦 著

「西巷説百物語」

ビ
ジ
ネ
ス

新
書

「龍が如く4 完全攻略極ノ書」「ゴッドイーターファイナルCG」

攻
略
本

辛坊治郎 著

「日本の恐ろしい真実」

小松易 著
「たった1分で人生が変わる

片づけの習慣」

石井貴士 著

「本当に頭がよくなる
１分間勉強法」

テリー伊藤 著

「なぜ日本人は
落合博満が嫌いか？」

池上彰 著

「知らないと恥をかく
世界の大問題」

藻谷浩介 著

「デフレの正体」

石田衣良 著

「5年3組リョウタ組」

山田悠介 著

「スピン」
有川浩 著

「クジラの彼」
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第２四半期のヒット作品（4～9月）

成田良悟 著

「デュラララ!!」シリーズ

葵せきな 著

「生徒会」シリーズ

鎌池和馬 著

「とある魔術の禁書目録」シリーズ

鏡貴也 著

「伝説の勇者の伝説」シリーズ

伏見つかさ 著

「俺の妹がこんなに
可愛いわけがない」シリーズ

沖田雅 著

「オオカミさん」シリーズ

野村美月 著

「文学少女」シリーズ

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル

井上堅二 著

「バカとテストと召喚獣」シリーズ

賀東招二 著

「フルメタル・パニック」シリーズ

川原礫 著

「ソードアートオンライン」シリーズ

著

「心霊探偵八雲⑥」上下

吉村夜 著

「ろーぷれ・わーるど 」シリーズ

神永学 著

「心霊探偵八雲」シリーズ

入間人間 著

「電波女と青春男」シリーズ

川上稔 著

「境界線上のホライゾン」シリーズ

木村心一 著

「これはゾンビですか？」シリーズ



7

第2四半期のヒット作品（4～9月）

コ
ミ
ッ
ク

D
VD

/B
D

「リリカルなのはViVid②」

「テルマエ・ロマエ 」ｼﾘｰｽﾞ

「乙嫁語り」シリーズ

「ガンダムTHE ORIGIN(21)」

「学園黙示録」シリーズ

「デッドマン・ワンダーランド⑧」

「とある科学の超電磁砲」シリーズ 「沈まぬ太陽」 「ストライクウィッチーズ BD」

「CSI：マイアミ⑦」「おまもりひまり」「真月譚 月姫」ｼﾘｰｽﾞ「くるねこ」ｼﾘｰｽﾞ

「そらのおとしもの」「ラブリーボーン」
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出版事業 書籍 今後の展開

トピックス

トピックス １０月新番のTVアニメシリーズ

文庫

文庫

ｺﾐｯｸ

ｺﾐｯｸ

単行本

文庫

文庫 「生徒会の九重」著/葵せきな

真月譚 月姫⑩

よつばと⑩

らき☆すた⑧

機動戦士ガンダムTHE ORIGIN（22）

薄桜鬼 巡恋歌②

ｺﾐｯｸ

ｺﾐｯｸ

☆とある魔術の禁書目録（２期）

☆俺の妹がこんなに可愛いわけがない

☆心霊探偵八雲

☆そらのおとしもの（２期）

10月

11月

「あやし２」著/宮部みゆき

「俺の妹がこんなに可愛いわけがない⑦」著/伏見つかさ

「とある魔術の禁書目録（23）」著/鎌池和馬

12月

1月

「バカとテストと召喚獣⑨」著/井上堅二

3月

ｺﾐｯｸ

単行本 『らき☆すた』と学ぶ化学が面白いほどわかる本

2月

単行本 「カルテット①-④」著/大沢在昌

文庫 「魔物 上下」著/大沢在昌

文庫 「嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん⑩」著/入間人間

中国国際漫画節ＡＣＧ
（アニメコミックゲーム）に出展

●日本&台湾発ライトノベル6作品の先行販売も好調！！

•灼眼のシャナ
•デュラララ!!
•半分の月がのぼる空
•生徒会の一存
•サマーウォーズ
•罌籠葬

※「罌籠葬」は“第1回台湾角川軽小説大賞”金賞作品

多重人格探偵サイコ⑮ｺﾐｯｸ

©2010水無月すう／角川書店／新大陸発見部フォルテ

©伏見つかさ／アスキー・メディアワークス／OIP

©鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEXⅡ
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映像事業 今後の展開
★制作配給 ★配給 ★海外 ●ＤＶＤ ●Blu-ray

「死刑台のエレベーター」 10月9日10月

DVD/BDソフトの強力なラインナップトピックス

「漫才ギャング」3月19日

「トワイライト・サーガ エクリプス」11月6日

「レオニー」 11月20日

11月

「嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん」1月22日

★

★

★

★

★

「ロストクライム－閃光－」

「涼宮ハルヒの憂鬱」BD-BOX

「そらのおとしもの２①」

「裏切りは僕の名前を知っている⑤」

「涼宮ハルヒの消失」

「ザ・ウォーカー」

「こばと⑩」

「CSI：NYｼｰｽﾞﾝ５」

12月

1月

「最後の忠臣蔵」12月18日

3月

「涼宮ハルヒの憂鬱」BD-BOX

「涼宮ハルヒの消失」DVD/BD

角川映画と角川書店合併により
映像と出版の相乗効果を最大化

トピックス

★

●文芸・ライトノベルの映像化

嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん 2011年1月22日ロードショー

漫才ギャング 2011年3月19日ロードショー

夜明けの街で 2011年ロードショー

源氏物語 2011年ロードショー

「ザ・ウォーカー」DVD/BD

「ストライクウィッチーズ」DVD/BD

「そらのおとしもの（2期）」DVD/BD

●アニメ・映画のヒット作品が続々登場

「ストライクウィッチーズ２②」
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クロスメディア事業 今後の展開

電子書籍プラットフォームの開発トピックス

●「Book☆Walker」稼動開始

10月 Mook SNOOPYのかんたん家計簿2011

ソーシャルアプリの積極展開トピックス

11月

別冊カドカワ 総力特集 長渕剛

書籍 知らないと恥をかく世界の大問題2011

年末年始 超特大号発売

雑誌

12月

週刊ザテレビジョン＆月刊ザテレビジョン＆月刊ザハイビジョン

レタスクラブ 創刊23周年号

雑誌

1月

2月

3月

スイーツWalker

パワースポットWalker

Mook

ザテレビジョンZOOM

とことん楽しむ！ホームベーカリーMook

レタスクラブお金の本2011Mook

ラーメンウォーカープロジェクト始動

電子書籍をトリガーに、映像・グッズ・ソーシャルゲーム
などグループの全アセットを投入し、コンテンツ全般に
わたる総合プラットフォーム

電子書籍

グッズ

ソーシャル
ゲーム

映像作品

バカとテストと召喚獣（mixi）
伝説の勇者の伝説（ﾓﾊﾞｹﾞｰ）
テルマエ・ロマエ（ﾓﾊﾞｹﾞｰ）

学園天国「ストライクウィッチーズ」
学園天国「そらのおとしもの」
学園天国「生徒会の一存」
ほか続々登場！！

10月28日現在
稼働中

アプリ 学園天国「ストライクウィッチーズ」

学園天国「そらのおとしもの」

学園天国「生徒会の一存」


