角川グループホールディングス
2012年3月期 第3四半期累計決算
2012年1月31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。
FY2010・・・2010/04/01～2011/03/31＝2011年3月期＝前期
FY2011・・・2011/04/01～2012/03/31＝2012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

FY2010
3Q累_実績

売上

104,401

営業
利益

5,383

経常
利益
当期
純利益

営業利益率：5.16％

5,987
12

FY2011
3Q累_実績

107,551
対前年+ 3,150
(+103.0％)

FY2011
通期予想

142,000

5,525

8,500

対前年+142 (102.6％)
営業利益率：5.14％

営業利益率：6.0％

5,926
対前年▲61 (99.0％)

3,503
対前年
+3,491(29191.6％)

8,800
6,500
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連結損益計算書（経営利益-四半期純利益抜粋）
※単位：百万円

経常利益
特別利益合計
特別損失合計
うち固定資産除却損
うち投資有価証券評価損

税金等調整前四半期純利益
法人税等
少数株主利益
四半期純利益

FY2010
３Q累計

FY2011
3Q累計

5,987
345
3,087

5,926
330
1,120

90

178

2,325

872

3,246
3,134
99
12

5,137
1,530
103
3,503
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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

FY2010
3Q累_実績

FY2011
3Q累_実績

111

3,607

その他有価証券評価差額

1,448

▲219

為替換算調整勘定

▲1,092

▲637

持分法適用会社に対する持分相当額

▲38

▲31

その他の包括利益合計

317

▲887

包括利益

428

2,719

その他包括利益:
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売上/営業利益 増減要因
FY2010
3Q累_実績

FY2011
3Q累_実績

増減

主な増減要因

書籍関連

43,201

47,717

+4,516
110.5%

■主力の一般文庫、コミックス、ライトノベルの各ジャンルで、主力
商品が大きく売上を伸ばし、初版部数増、重版率アップ、返品率低
下の好循環

雑誌/広告関連

28,728

27,060

▲1,668
94.2%

■雑誌販売の低調。販売部数減、返品増
■震災影響・不況に伴う広告の不調が続く
■シニア向けカタログ通販の好調維持

映像音楽関連

20,291

17,760

▲2,530
87.5%

■映画市場全体の前年割れで劇場動員が大きく減少
■映画製作配給は作品数の減少と興収未達で売上減
■パッケージは好調維持も昨年対比では「ハルヒ」反動で減

ネット･デジタル
関連

6,995

10,331

+3,335
147.7%

■EC事業はアイドルCDの売上好調維持
■パッケージゲームは２Ｑでの遅れをほぼ取り戻し売上増
■電子書籍の伸びは若干緩やか

海外関連

5,183

4,680

▲503
90.3%

単位：百万円
※百万円未満切捨て

売上明細

売上合計
営業利益
営業利益率

104,401 107,551
5,383

5,525

5.16％

5.14％

■香港における円高の影響
■台湾も円高傾向だが、堅調に推移

+3,150
103.0%

+142
102.6%

■雑誌／広告、劇場映画で減益となったが、書籍関連事業で重版
率の向上、返品率の改善で利益が大きく伸び、前年の利益を上回
る結果となった。
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書籍関連 第３四半期トピックス
 中核事業の書籍販売はコミック、ライトノベルを中心に依然好調
メディアミックス作品
4月アニメ作品の「デッドマン・ワンダーランド」も引き続き好調な販売
10月アニメ作品では「境界線上のホライゾン」、「未来日記」が
大きくメディアミックス効果を発揮

大型タイトルの新刊が続々と発売
11月「機動戦士ガンダムTHE ORIGIN23」 、「よつばと！11」
12月「テルマエ･ロマエⅣ」、「新約 とある魔術の禁書目録3」
「とある科学の超電磁砲７」、「らき☆すた9」

角川グループ発・２０１１年の話題作品
角川書店「ジェノサイド」が 「このミステリーがすごい！２０１２」、
「週刊文春ミステリー･ベスト１０」ともに1位を獲得
中経出版「9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方」
トーハン・日販年間ベストセラーでビジネス書ジャンル上位にランキング
6

ネット・デジタル関連 第３四半期トピックス
ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲの新サービス開始
1.ニコニコ静画（電子書籍）
11月8日サービス開始
コメント、ツッコミ、感想をページごと、セリ
フ、コマごとにユーザーが書き込み、ファン
同士で共有できるサービス。ユーザー間で
で双方向の読書が楽しめる他にないソー
シャルリーディング。

2.BOOK☆WALKER for GREE
12月22日サービス開始
“マスター”の称号を目指し、ゲーム感覚で
読書を通じたコミュニケーションが楽しめる
本を他にオススメすることで
ユーザーの評価が上昇
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ネット・デジタル関連トピックス
 ソーシャルゲーム本格的展開
マーケティング調査により、課金率が高い３０～４０代をターゲットにしたコンテンツを厳選

「秘録

妖怪大戦争」

「生還せよ！ 戦国自衛隊」

Ⓒ2011角川コンテンツゲート

１月１９日、GREE男性ランキング20位にランクイン。
翌２０日には17位となり、その後も20位内をキープ（1.26日現在） ！！
Ⓒ半村良/K.Kiyono
Ⓒ 2011角川コンテンツゲート/KBMJ/aiueo-kan
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第４四半期以降の期待作品、トピックス---------

！まさに今、注目の書籍

 「本屋大賞２０１２」ノミネート
角川グループから２作品がノミネート！！ （「本屋大賞２０１２」は4月10日に発表）
「ジェノサイド」
「ビブリア古書堂の事件手帖」
（高野和明著/角川書店刊）

（三上延著/メディアワークス文庫刊）
このミステリーがすごい！２０１２ 第１位
週刊文春ミステリーベスト１０
第１位

角川書店は「天地明察」につづく
大賞作品を狙う
メディアワークス文庫の大ヒット作品
わずか２巻で１００万部突破！！

メディアワークス文庫
創刊２年にして初ノミネート
スケールの大きさとスリリングな展開
が話題となり年末年始さらに売上が
伸張！！

2011年3月発売にもかかわらず、今年1
月第1週のオリコンランキング「文庫部門」
の第1位に
三上延氏は2002年に電撃文庫からデビュー。
冲方丁氏に続くライトノベル出身作家の大賞受賞に期待。9

！まさに今、注目の映画・書籍
 「マジック・ツリーハウス」映画大ヒット！！
映画のすべり出しは絶好調！！ その後もランキングは上位安定
1月劇場公開の「マジック・ツリーハウス」は、ファミリー向けながら初週興収ランクで驚愕の3位
満足度調査では1位と非常に評価が高く、2週目ランキングは4位、3週目ランキングは5位を堅持
原作本の販売部数も大きく飛躍！！ 来期のDVD販売にも期待
映画公開にともない原作１～31巻の売上げも急増！！
第1巻は、amazonの児童書籍部門の1位になり、1月の実売部数は昨年までの月平均の20倍！！

原作本の販売も好調

映画大ヒット上映中
Ⓒ メアリー・ポープ・オズボーン／「マジック・ツリーハウス」製作委員会

初日舞台挨拶も大好評！！
各地で満席が相次ぐ
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！まさに今、注目の映画・書籍
「ピンクとグレー」1.28発売。
ＮＥＷＳ・加藤シゲアキが衝撃の作
家デビュー！ 芸能界を舞台に"成
功と挫折"それぞれの道を歩む、親
友同士の儚く切ない人生を描いた青
春小説。話題性抜群のエンタメ・イン
サイドストーリー

「ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ」
同時配信
発売前から重版決定！
11

！今後注目の展開
 メディアファクトリー
好調！メディアミックス展開今後のラインナップ
1月スタートテレビアニメ

ゼロの使い魔F
BRAVE10
輪廻のラグランジェ
アクエリオンEVOL
来期のメディアミックス展開

ライトノベル３作品のアニメ放送が決定
• 1月アニメ「アクエリオンEVOL」のDVD販売
• 映画「マジック・ツリーハウス」の分配収入、およびDVD販売
• MF文庫J10周年。
•
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2012年3月期第3四半期トピックス
第3四半期の主な書籍作品ランキング
第3四半期3ヵ月計（10－12月）

シリーズ別・ベスト10

第3四半期9ヵ月累計（4－12月）

第1位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ
第2位：「よつばと！」シリーズ
第3位：「境界線上のホライゾン」シリーズ

第1位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ
第2位：「図書館戦争」シリーズ
第3位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ

第4位：「未来日記」シリーズ
第5位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ
第6位：「とある科学の超電磁砲」シリーズ
第7位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
第8位：「ガンダム THE ORIGIN」シリーズ
第9位：「デットマン・ワンダーランド」シリーズ
第10位：「日常」シリーズ

第3四半期3ヵ月計（10－12月）

シリーズ別・ベスト10

第4位：「境界線上のホライゾン」シリーズ
第5位：「涼宮ハルヒ」シリーズ
第6位：「未来日記」シリーズ
第7位：「デットマン・ワンダーランド」シリーズ
第8位：「バカとテストと召喚獣」シリーズ
第9位：「よつばと！」シリーズ
第10位：「Fate」関連シリーズ

ジャンル別ベスト５

第3四半期9ヵ月累計（4－12月）

一般書

第1位：「ジェノサイド」

第1位：「9割がバイトでも最高のスタッフに

ジャンル別ベスト５
育つディズニーの教え方」

第2位：「ニッポンの嵐 ポケット版」
第3位：「ジェノサイド」
第4位：「太一×ケンタロウ 男子ごはんの本 その３」
第5位：「ザ・パワー」

第2位：「9割がバイトでも最高の感動が生まれる ディズニーのホスピタリティ」
第3位：「世界一かんたん定番年賀状２０１２」
第4位：「筆王でつくるかんたん年賀状DVD ２０１２」
第5位：「印刷するだけびゅんびゅん年賀状DVD ２０１２」

文庫

第1位：「夜明けの街で」

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖２」

第2位：「図書館戦争」
第3位：「図書館内乱」
第4位：「図書館危機」
第5位：「図書館革命」

第2位：「ビブリア古書堂の事件手帖」
第3位：「心霊探偵八雲７」
第4位：「夜明けの街で」
第5位：「Another（上）」

ライトノベル

第1位：「新約 とある魔術の禁書目録(３)」

コミックス

第1位：「テルマエ・ロマエⅣ」

第1位：「涼宮ハルヒの驚愕 初回限定版」
第2位：「新約 とある魔術の禁書目録（3）」
第3位：「バカとテストと召喚獣9.5」
第4位：「新約 とある魔術の禁書目録（２）」
第5位：「彩雲国物語 紫闇の王座（下）」

第2位：「バカとテストと召喚獣10」
第3位：「魔法科高校の劣等生(４)九校戦編<下>」
第4位：「魔法科高校の劣等生(３)九校戦編<上>」
第5位：「生徒会の金欄 碧陽学園生徒会黙示録６」

第1位：「テルマエ・ロマエⅢ」

第2位：「よつばと！(11)」
第3位：「とある科学の超電磁砲(7)」
第4位：「らきすた(9)」
第5位：「デットマン・ワンダーランド(11)」

第2位：「テルマエ・ロマエⅣ」
第3位：「よつばと！(11)」
第4位：「テルマエ・ロマエⅠ」
第5位：「テルマエ・ロマエⅡ」

第３四半期の主なパッケージ作品
Steins;Gate

キディ・ガーランド

Vol.7

CASE.1

BD／DVD

BD

プラットホーム：
PlayStation®Portable

2011年10月発売

／リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド

BD／DVD

2011年4月TVアニメ放送

ロウきゅーぶ！
ゲーム

ジョージ・ハリスン

2011年12月発売

メタルマックス２
リローデッド

ゲーム

とある科学の超電磁砲
ゲーム
プラットホーム：
PlayStation®Portable

プラットホーム：
ニンテンドーDS

2011年12月発売

2011年12月発売

株式会社角川グループホールディングス 2012年3月期第3四半期決算説明会 資料

今後の期待作品
今期（第4四半期）の期待作品
1月28日映画公開

劇場版 テンペスト3D

ゲーム

フォトカノ

原作：池上永一「テンペスト」（角川文庫）
出演：仲間由紀恵、谷原章介、
塚本高史、高岡早紀 他
配給：角川映画

機種： PlayStation®Portable
エンターブレイン/角川ゲームス
2月2日発売

既刊：単行本（上・下）、角川文庫（1～4） 刊

「写真」をテーマにした新しい恋愛シミュレーションゲーム

© 2011「劇場版テンペスト３D」製作委員会

©2011 ENTERBRAIN, INC. Developed by DINGO Inc.

Another

1月TVアニメ

1月TVアニメ

3月 BD/DVD 第１巻 発売
既刊：コミックス8巻

ブラック★ロックシューター

2月TVアニメ

2月25日映画公開

TM ＆ © 2011 Summit Entertainment. LLC. All Rights Reserved.

ソーシャルゲーム

プラットフォーム：GREE
対応機種：フィーチャーフォン
メーカー：角川コンテンツゲート、アプリカ

あんじゅう

２月
スマートフォン
対応予定

三島屋変調百物語事続

文庫本

ゼロの使い魔Ｆ

1月TVアニメ

原作：ヤマグチノボル キャラクター原案：兎塚エイジ
（メディアファクトリー/「MF文庫J」）
放送局：TOKYO MX、チバテレ、tvkほか
2月 BD/DVD Vol.1発売
既刊：ライトノベル23巻、関連コミックス25巻

マジック・ツリーハウス

1月7日映画公開

キツツキと雨

2月11日映画公開

原作：沖田修一
出演：役所広司、小栗旬 他
配給：角川映画

既刊：単行本31巻、関連単行本１巻
©メアリー・ポープ・オズボーン
/ 「マジック・ツリーハウス」製作委員会

コミカライズ

原作：ステファニー・メイヤー
出演：クリステン・スチュワート、ロバート・パティンソン他
配給：角川映画

©2011角川コンテンツゲート
powered by Applica

1月TVアニメ

原作：メアリー・ポープ・オズボーン
（メディアファクトリー）

原作：BRSプロジェクト キャラクター原案：huke
放送局：フジテレビ

秘録 妖怪大戦争

テルマエ・ロマエ
原作：ヤマザキマリ
（エンターブレイン／「ビームコミックス」）
放送局：フジテレビ系列
4月28日 映画公開
既刊：コミックス4巻

原作：霜月かいり キャラクター原案：番由紀子
（メディアファクトリー／「MFコミックス フラッパー」）
放送局：チバテレビ、テレビ神奈川、テレ玉 他

1月TVアニメ

3月 BD/DVD Vol.1発売
既刊：ライトノベル11巻、コミックス2巻

既刊：関連コミックス19巻

BRAVE10

ハイスクールD×D
原作：石踏一榮 イラスト：みやま零
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、tvkほか

コミカライズ

3月 BD/DVD 第1巻 発売
既刊：単行本、文庫（上・下）/コミックス4巻

トワイライト・サーガ
/ブレイキング・ドーンPart1

1月TVアニメ

原作：エンターブレイン
放送局：TBSほか

原作：綾辻行人 キャラクター原案：いとうのいぢ
（角川書店）
放送局：TOKYO MX、tvkほか

2月 コミックス 発売
既刊：コミックス2巻

アマガミSS+

既刊：単行本１巻
© 2011 「キツツキと雨」製作委員会

ストライクウィッチーズ劇場版

3月17日映画公開

生還せよ！戦国自衛隊
プラットフォーム：Mobage
対応機種：フィーチャーフォン
メーカー：角川コンテンツゲート

既刊：文庫9巻、関連コミックス7巻
© 第501統合戦闘航空団 活動写真

© 2011角川コンテンツゲート/KBMJ/aiueo-kan

ガメラバトル

ソーシャルゲーム

２月
スマートフォン
対応予定

ダビスタ for GREE

プラットフォーム：GREE
対応機種：フィーチャーフォン
サービス開始 1/31予定
メーカー：ORATTA、角川コンテンツゲート

プラットフォーム：GREE
対応機種 フィーチャーフォン/スマートフォン
運営：エンターブレイン

©ORATTA.inc. © 2012角川コンテンツゲート

© ParityBit

マケン姫っ!‐MAKENーKI!‐8 DVD付き限定版

コミックス

著者：武田弘光
（富士見書房/「ドラゴンコミックスエイジ」）

著者：鎌池和馬 イラスト:はいむらきよたか
（アスキー・メディアワークス/ 「電撃文庫」)

2月発売

3月発売
既刊：ライトノベル１巻、コミックス８巻

3月発売
既刊：ライトノベル3巻

単行本

BD/DVD

僕は友達が少ない

ソーシャルゲーム

ライトノベル

新約 とある魔術の禁書目録（４）

著者：宮部みゆき
（新人物往来社/「新人物ノベルズ」）

ナミヤ雑貨店の奇蹟

ソーシャルゲーム

原作：島田フミカネ＆Projekt Kagonish
キャラクターデザイン原案：島田フミカネ
配給：角川書店

BD/DVD

Steins;Gate
原作：5pb./Nitroplus

著者：東野圭吾
（角川書店）

原作：平坂読 原作イラスト：ブリキ
（メディアファクトリー/「MF文庫J」)

３月発売

1月 BD/DVD 第1巻、2月 第2巻、3月 第3巻 発売
既刊：ライトノベル7巻、コミック4巻

1月 BD/DVD Vol.8、2月 Vol.9 発売
2月 ライトノベル 発売
既刊：ライトノベル5巻、コミックス3巻

来期の期待作品
4月TVアニメ

Fate/Zero（2ndシーズン）
原作：虚淵玄（ニトロプラス）／TYPE-MOON
コミカライズ

3月 コミックス(3)発売
既刊：コミックス2巻、関連コミックス3巻

うぽって！！

4月アニメ

原作：天王寺キツネ
（角川書店／「角川コミックス・エース・エクストラ」）
ニコニコ生放送にて先行配信決定
3月 コミックス(3)発売
既刊：コミックス2巻

天地明察

9月15日劇場公開

これはゾンビですか？（第２期）

4月TVアニメ

原作：木村心一 原作イラスト：こぶいち むりりん
（富士見書房／「ドラゴンマガジン」
「ファンタジア文庫」）

原作：川原礫 原作イラスト：HIMA
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

既刊：ライトノベル9巻、コミックス4巻

既刊：文庫10巻、コミックス2巻

ももへの手紙

4月21日劇場映画

貞子３D

原案：沖浦啓之
配給：角川映画

原作：鈴木光司
出演：石原さとみ、瀬戸康史 他
配給：角川映画

© 2012「ももへの手紙」製作委員会

© 2012「貞子３D」製作委員会

図書館戦争

2012年初夏劇場映画

4月TVアニメ

アクセル・ワールド

5月12日劇場映画

未来日記 RE:WRITE

ゲーム

-13人目の日記所有者-

原作：冲方丁
（角川書店）
出演：岡田准一、宮崎あおい 他
共同配給：角川映画／松竹

原作：有川浩
（角川書店／「角川文庫」）
配給：角川書店

© 2012「天地明察」製作委員会

©有川浩・角川書店／図書館戦争フィルムパートナーズ2012

原作：えすのサカエ
機種： PlayStation®Portable 4月26日発売
2月 ライトノベル 発売
既刊：コミックス12巻、関連コミックス3巻

既刊：文庫6巻

©えすのサカエ・角川書店／12人の日記所有者たち ©えすのサカエ・角川書店
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