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角川グループホールディングス
2012年3月期 通期決算説明会

2012年4月27日

FY2010・・・2010/04/01～2011/03/31＝2011年3月期

FY2011・・・2011/04/01～2012/03/31＝2012年3月期

※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。
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連結損益計算書 概要
※億円未満

切捨て

FY2010
実績

FY2011
当初業績予想

FY2011
実績

売上 1,400億 1,420億 1,473億
対予想+53億(103.8％)
対前年+73億(105.2％)

営業
利益

77億
営業利益率

5.6％

85億
営業利益率

6.0％

56億
営業利益率：3.8％
対予想▲28億(66.5％)
対前年▲21億(72.6％)

経常
利益

85億 88億 59億
対予想▲28億(67.1％)
対前年▲26億(68.9％)

当期
純利益 63億 65億 36億

対予想▲28億(55.4％)
対前年▲27億(56.6％)
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連結損益計算書（経営利益～当期純利益抜粋）

※単位：百万円
FY2010
実績

FY2011
実績

経常利益 8,572 5,905

特別利益合計 759 334

特別損失合計 3,653 1,404
うち減損損失 282 571

うち投資有価証券評価損 2,225 476

税金等調整前当期純利益 5,678 4,835

法人税等 ▲755 1,115

少数株主利益 66 116

当期純利益 6,367 3,604
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連結包括利益計算書

※単位：百万円
FY2010
実績

FY2011
実績

少数株主損益調整前
当期純利益 6,433 3,720

その他包括利益:
その他有価証券評価差額 1,325 ▲198

為替換算調整勘定 ▲1,045 ▲541

その他の包括利益合計 280 ▲739

包括利益 6,713 2,980
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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

FY2010
実績

FY2011
実績

増減 主な増減要因

売
上
明
細

書籍関連 59,546 64,963
+5,416
109.1％

①一般文庫の好調

②コミック・ライトノベルの好調

③一般書の好調

雑誌/広告関連 37,750 35,512 ▲2,237
94.0％

①震災以降の雑誌販売の低調。

②広告は、Webが伸長したが、雑誌広告、カスタムマガジンと

厳しく、広告トータルでも減収

映像関連 25,965 25,775
▲190
99.2％

①パッケージソフトはMFの貢献で前年維持。

②シネコンは動員数が85％に減少。

③企画・製作・配給はヒットがなく減収。

ネット･デジタル

関連
9,859 14,142

+4,283
143.4％

①アイドルCDの好調でEC事業が大幅増収。

②パッケージゲームは海外MGなどもあり増収。

③電子書籍はトータルで伸びているがガラケー向けは減少。

④デジタルコンテンツはガラケー落ち込みが激しく減収。

海外関連 6,932 6,999
+66

101.0％

香港の映像、台湾の出版事業とも堅調な伸び

売上合計 140,055 147,393 +7,338
105.2％

営業利益 7,793 5,655 ▲2,137
72.6％

①映像パッケージの1点あたり枚数の減少による粗利の悪化

②映像作品の償却負担が前期比増加

③シネコンの集客減少による収益性の悪化

④雑誌売上の大幅減少にともなう利益減
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連結損益 FY2012予想
※億円未満

切捨て

FY2010
実績

FY2011
実績

FY2012
予想

売上 1,400億 1,473億
対前年+73億(105.2％)

1,550億
<対FY11実績：105.2％>

営業
利益

77億
営業利益率

5.6％

56億
営業利益率：3.8％
対前年▲21億(72.6％)

80億
営業利益率

5.2％
<対FY11実績：141.5％>

経常
利益

85億 59億
対前年▲26億(68.9％)

83億
<対FY11実績：140.6％>

当期
純利益 63億 36億

対前年▲27億(56.6％)

47億
<対FY11実績：130.4％>
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売上 FY2012予想

単位：百万円

※百万円未満切捨て

FY2010
実績

FY2011
実績

FY2012
予想

増減

売
上
明
細

書籍関連 59,546 64,963 66,800 +1,837
102.8%

雑誌/広告関連 37,750 35,512 34,800 ▲713
98.0%

映像関連 25,965 25,775 30,100 +4,325
116.8％

ネット･デジタル

関連
9,859 14,142 17,300 +3,157

122.3％

海外関連 6,932 6,999 6,000 ▲999
85.7％

売上合計 140,055 147,393 155,000 +7,608
105.2％

営業利益 7,793 5,655 8,000 +2,345
141.5％



2012年3月期 トピックス

年間累計（2011年4月－2012年３月）ジャンル別ベスト５
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第2位：「夜明けの街で」
第3位：「図書館戦争」
第4位：「ビブリア古書堂の事件手帖 （２）」
第5位：「図書館内乱」

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖」

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1位：「テルマエ・ロマエⅢ」

第4四半期3ヵ月計（2012年1－3月） ジャンル別ベスト５

第2位：「モンスターハンター３（トライ）Ｇ公式ガイドブック」
第3位：「日本人の知らない日本語（３） 祝！卒業」
第4位：「中国嫁日記（２） 」
第5位：「モンスターハンター３Ｇ ザ・マスターガイド」

第1位：「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

第2位：「ビブリア古書堂の事件手帖（２）」
第3位：「特等添乗員αの難事件Ⅰ」
第4位：「９割の腰痛は自分で治せる」
第5位：「ラン」

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖」

第2位：「ファイブスター物語 リブート（７） 」
第3位：「ファイブスター物語 リブート（６）」
第4位：「そらのおとしもの（14）」
第5位：「魔法少女リリカルなのはＶｉＶｉｄ（６） 」

第2位：「ソードアート・オンライン （９）」
第3位：「生徒会の十代」
第4位：「フルメタルパニック！ アナザー （３）」
第5位：「ハイスクールＤ×Ｄ （１１）」

第1位：「新約 とある魔術の禁書目録(４)」

第2位：「新約 とある魔術の禁書目録（4）」
第3位：「新約 とある魔術の禁書目録（３）」
第4位： 「バカとテストと召喚獣（9.5）」
第5位： 「新約 とある魔術の禁書目録（２）」

第1位：「涼宮ハルヒの驚愕 初回限定版」

第2位：「ジェノサイド」
第3位：「ニッポンの嵐 ポケット版」
第4位：「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
第5位：「モンスターハンター３（トライ）Ｇ公式ガイドブック」

年間累計（2011年4月－2012年３月） シリーズ別・ベスト10第4四半期3ヵ月計（2012年1月－3月） シリーズ別・ベスト10

第4四半期の主なパッケージ作品
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第4位：「日本人の知らない日本語」シリーズ

第5位：「ソードアート・オンライン」シリーズ

第6位：「中国嫁日記」シリーズ

第7位：「ファイブスター物語」シリーズ

第8位：「ハイスクールＤ×Ｄ」シリーズ

第9位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

第10位：「まおゆう魔王勇者」シリーズ

第4位：「涼宮ハルヒ」シリーズ

第5位：「バカとテストと召喚獣」シリーズ

第6位：「Fate」関連シリーズ

第7位：「未来日記」シリーズ

第8位：「ビブリア古書堂の事件手帖」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：「魔法少女リリカルなのは」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

主な書籍作品ランキング

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
第2位：「アクセル・ワールド」シリーズ
第3位：「とある魔術の禁止目録」シリーズ

第1位：「森薫拾遺集」

劇場版そらのおとしもの
Blu-ray / DVD

STEINS;GATE Vol.8/Vol.9

Blu-ray / DVD
僕は友達が少ない 第1巻/第2巻

Blu-ray / DVD

フォトカノ
ゲームソフト
プラットフォーム： PlayStation®Portable

ストライクウィッチーズ２
Blu-ray Box

2012年3月劇場アニメ公開

第1位：「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」

ハイスクールＤ×Ｄ 第１巻

Blu-ray / DVD

2012年1月テレビアニメ放映

原作シリーズ400万部突破！劇場版制作決定！

2011年6月劇場アニメ公開



天地明察
原作：冲方丁 （角川書店）
監督：滝田洋二郎
音楽：久石譲
出演：岡田准一、宮﨑あおい

中井貴一、松本幸四郎 他
配給：角川映画 松竹

9月15日劇場公開

角川文庫
5月18日

全国同時発売！

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

既刊：コミックス4巻、文庫１巻

今後の主な作品

第２四半期以降の主な作品

第1四半期の主な作品

これはゾンビですか？オブザデッド
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」）
放送局：TOKYO MX 他

既刊：ライトノベル9巻、コミックス4巻、関連コミックス3巻

4月21日劇場映画ももへの手紙
原案：沖浦啓之
声の出演：美山加恋、優香、西田敏行 他

製作：『ももへの手紙』製作委員会
制作：プロダクション I.G
配給：角川映画

既刊：文庫1巻、コミック1巻、単行本1巻、関連単行本1巻

Another アナザー
原作：綾辻行人（角川書店）
出演：山﨑賢人、橋本愛 他
配給：東宝
既刊：単行本、文庫2巻、ライトノベル2巻

コミックス4巻

未来日記-ANOTHER WORLD-
原作：えすのサカエ
（角川書店／「角川コミックス・エース」）
出演：岡田将生 他

放送局：フジテレビ系土曜23：10～
既刊：コミックス12巻、関連コミックス3巻

関連文庫１巻

うぽって!!
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

既刊：コミックス3巻

株式会社角川グループホールディングス 2012年3月期 決算説明会 資料

© 2012「ももへの手紙」製作委員会

ゲームLOLLIPOP CHAINSAW
(ロリポップチェーンソー)
プラットフォーム： PlayStation®3 / Xbox360®
発売日： 2012年 6月14日 発売予定
発売・制作：角川ゲームス
開発：グラスポッパー・マニファクチュア
ジャンル：アクション

©KADOKAWA GAMES / GRASSHOPPER MANUFACTURE

貞子３D
原作：鈴木光司「エス」
（角川書店）
出演：石原さとみ、瀬戸康史 他
配給：角川映画

5月12日劇場映画

© 2012「貞子３D」製作委員会

英雄伝説 零の軌跡 Evolution
プラットフォーム： PlayStation®Vita

発売元：角川ゲームス
企画・製作：日本ファルコム／キャラアニ
開発：ピラミッド
ジャンル：ストーリーＲＰＧ
©Nihon Falcom Corporation ／©2012 Chara‐ani Corporation

氷菓
原作：米澤穂信
（角川書店／「角川文庫」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ 他

ソードアート・オンライン
原作：川原礫 原作イラスト：abec
（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

8月4日劇場公開

©2012映画「Another アナザー」製作委員会

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」）
出演：阿部寛、上戸彩 他
配給：東宝

4月28日劇場映画

© 2012「テルマエ・ロマエ」製作委員会

鍵のかかった部屋
原作：貴志祐介
（角川書店／「角川文庫」）
出演：大野智、戸田恵梨香、佐藤浩市 他

放送局：フジテレビ系列月曜21：00～

Ｗの悲劇
原作：夏樹静子
（角川書店／「角川文庫」）
出演：武井咲 他
放送局：ＴＶ朝日系列木曜21：00～

境界線上のホライゾン(第2期）

原作：川上稔 原作イラスト：さとやす[TENKY]
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

既刊：ライトノベル 10巻、コミックス1巻

恋と選挙とチョコレート
原作：sprite／fairys
キャラクター原案：春夏冬ゆう
放送局：TBS、BS-TBS 他

既刊：コミックス4巻

既刊：文庫１巻、関連文庫2巻、単行本１巻

三毛猫ホームズの推理
原作：赤川次郎
（角川書店／「角川文庫」）
出演：相葉雅紀、大倉忠義、大政絢 他

放送局：日本テレビ系列土曜21：00～

既刊：文庫１巻、関連文庫35巻、関連単行本４巻

4月 ライトノベル⑩（DVD付限定版）発売
5月 ライトノベル⑩、コミックス⑤発売

既刊：文庫１巻、関連文庫3巻、コミックス1巻
単行本１巻

アクセル・ワールド
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」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ 他

既刊：ライトノベル11巻、コミックス2巻

AMW
創立20周年
記念作品

AMW
創立20周年
記念作品

6月16日劇場映画

©有川浩・角川書店／図書館戦争フィルムパートナーズ2012

図書館戦争 革命のつばさ
原作：有川浩 原作イラスト：徒花スクモ
（角川書店／「角川文庫」）
配給：角川書店

既刊：文庫6巻

愛と誠
原作：梶原一騎・ながやす巧
出演：妻夫木聡 武井咲 他
配給：角川映画 東映

6月16日劇場映画

© 2012『愛と誠』製作委員会

Blood-C The Last Dark
原作：Production I.G/CLAMP
配給：松竹

6月2日劇場映画

©2012 Production I.G, CLAMP/Project BLOOD-C Movie

既刊：文庫1巻、コミックス2巻、
関連コミックス1巻、関連単行本１巻

エウレカセブンＡＯ
原作：BONES
（角川書店／「角川コミックＡ」）

既刊：関連ライトノベル5巻、コミックス１巻、
関連コミックス9巻、関連単行本6巻

Fate/Zero（2ndシーズン）

原作：虚淵玄（ニトロプラス）／TYPE-MOON
放送局：TOKYO MX、ＭＢＳ 他

既刊：コミックス3巻、関連コミックス7巻
関連単行本１巻

コミカライズ
5月 関連コミックス 発売

既刊：文庫１巻 既刊：文庫１巻、コミックス１巻

劇場版ＳＰＥＣ～天～
脚本：西荻弓絵 ノベライズ：豊田美加
（角川書店／「角川文庫」）
出演：戸田恵梨香、加瀬亮 他
配給：東宝
既刊：文庫6巻、コミックス１巻、関連単行本2巻

4月7日劇場映画

© 2012「SPEC～天～」製作委員会

5月 コミックス下巻 発売

天空の機士ロデア
プラットフォーム： Wii／ニンテンドー３ＤＳ
発売・制作：角川ゲームス
開発：プロペ
ジャンル：フライングアクション

©KADOKAWA GAMES / PROPE

既刊：ライトノベル 7巻、コミックス1巻

この中に1人、妹がいる！
原作：田口一 原作イラスト：CUTEG 
（メディアファクトリー／「ＭＦ文庫Ｊ」）

コミカライズ

既刊：単行本１巻
©2012「天地明察」製作委員会

日本文化を変えた
大いなる計画を、個の
成長物語として
みずみずしくも重厚に
描く傑作時代小説！！

8月劇場公開愛を歌うより俺に溺れろ！
原作：新條まゆ
（角川書店／あすかコミックスDX）
出演：カラム（大国男児） 大野いと 他
配給：角川映画

© 2012「愛俺！」製作委員会
既刊：コミックス3巻、関連コミックス5巻

ストライクウィッチーズ-白銀の翼-
プラットフォーム： PlayStation®Portable

発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店
ジャンル：横スクロール全方向シューティング

©2007 第501統合戦闘航空団 ©CYBERFRONT/角川書店

6月28日発売予定

8月発売予定
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超訳百人一首 うた恋い。
原作：杉田圭
（メディアファクトリー）

既刊：コミックス3巻、単行本１巻

ココロコネクト
原作：庵田定夏 イラスト：白身魚
（エンターブレイン／ファミ通文庫）

既刊：ライトノベル7巻、コミックス2巻

6月ライトノベル発売予定

オリジナル
アニメ

海外市場に
向けたオリジ
ナルゲーム

あの貞子が3Dで
復活！
鈴木光司氏のまったく
新しい原作で現代に蘇
る、恐怖の新感覚3D
ムービー！
新しい「リング」伝説が
ここから始まる！


