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角川グループホールディングス
2013年3月期 第2四半期決算説明会

2012年10月25日

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

FY2012・・・2012/04/01～2013/03/31＝2013年3月期＝今期

※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
※単位：百万円

百万円未満
切捨て

FY2011
2Q_実績

FY2012
2Q_実績

2Q実績の
通期予想
進捗率

FY2012
通期予想

売上 67,906 80,125
対前年+12,219 (118.0％)

51.7％ 155,000

営業
利益

3,453
営業利益率：5.1％

3,792
営業利益率：4.7％
対前年+338 (109.8％)

47.4％ 8,000
営業利益率：5.2％

経常
利益

3,431 4,357
対前年+925 (127.0％)

52.5％ 8,300

当期
純利益 2,878 1,601

対前年▲1,277 (55.6%)
34.1％ 4,700



33

連結損益計算書（経常利益～当期純利益抜粋）

※単位：百万円
FY2011
2Q_実績

FY2012
2Q_実績

経常利益 3,431 4,357
特別利益合計 24 116
特別損失合計 189 1,722

うち減損損失 0 149

うち投資有価証券評価損 9 1,466

税金等調整前当期純利益 3,266 2,751
法人税等 325 1,110
少数株主利益 62 39

当期純利益 2,878 1,601
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連結包括利益計算書

※単位：百万円
FY2011
2Q_実績

FY2012
2Q_実績

少数株主損益調整前
四半期純利益

2,940 1,641

その他包括利益:
その他有価証券評価差額 ▲221 858

為替換算調整勘定 ▲180 173
持分法適用会社に対する持分相当額 ▲0 11

その他の包括利益合計 ▲402 1,043

包括利益 2,538 2,684



5

売上の区分の変更

単位：百万円
※百万円未満切捨て

FY2012
２Ｑ_実績

＜従来区分＞

構成比
FY2012
２Ｑ_実績
＜新区分＞

構成比 主な変更内容

売
上
明
細

書籍関連 34,028 42.5％ 34,938 43.6％

・映像版権を分離 → 映像

・雑誌派生ムックを移動 → 雑誌

・雑誌ブランドのＥＣを移動 → 雑誌

・コンテンツ誌を算入 ← 雑誌

雑誌/広告関連 16,693 20.8％ 15,565 19.5％
・コンテンツ誌を移動 → 書籍

・雑誌ブランドのＥＣを算入 ← 書籍

・雑誌派生ムックを算入 ← 書籍

映像関連 18,059 22.5％ 18,637 23.2％
・映像配信を算入 ← ネットデジタル

・映像版権を算入 ← 書籍

ネット･デジタル

関連
7,782 9.7％ 7,422 9.2％ ・映像配信を移動 → 映像

海外関連 3,561 4.4％ 3,561 4.4％ 特に変更なし

売上合計 80,125 100％ 80,125 100％



6

従来区分での5ジャンル売上

単位：百万円
※百万円未満切捨て

FY2011
2Q_実績

FY2012
2Q_実績

売
上
明
細

書籍関連 31,112
構成比45.8％

34,028
構成比42.5％

雑誌/広告関連 17,099
構成比25.2％

16,693
構成比20.8％

映像関連 11,152
構成比16.4％

18,059
構成比22.5％

ネット･デジタル関連 5,655
構成比8.3％

7,782
構成比9.7％

海外関連 2,885
構成比4.2％

3,561
構成比4.4％

売上合計 67,906 80,125
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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

FY2011
2Q_実績

FY2012
2Q_実績 増減 主な増減要因

売
上
明
細

書籍関連 32,424 34,938 ＋2,513
107.7%

①一般文庫：メディアミックスや「ビブリア」の好調が貢献。

②ライトノベル：前期「ハルヒ」反動減もMFの貢献により増加。

③コミックス：「テルマエ」の好調、MFの貢献により増加。

雑誌/広告関連 15,605 15,565 ▲39
99.7%

①雑誌の販売状況は依然厳しく、減少傾向が続く。

②広告は雑誌広告はマイナスとなったが、Web広告、カスタムマガジ

ンが増加し、広告全体も増加。

③その他の雑誌サイト物販や映画宣伝業などが健闘。

映像関連 11,565 18,637 +7,072
161.1%

①劇場・製作･配給が大幅増加。「貞子3D」などのヒットが貢献。

②パッケージ販売増加は、MFの貢献が大きい。

③シネコンは観客動員が5.8％増加し、黒字継続。

ネット･デジタル

関連
5,426 7,422 +1,996

136.8%

①アイドルCDの増加で好調を維持。

②電子書籍はフィーチャーフォンの落ちで微増にとどまる。

③ゲームソフトは前期大作の反動減で減収。

海外関連 2,885 3,561 +676
123.4%

①香港の映像事業とゲーム事業が好調。出版も広告、書籍が順調。

②台湾のコミック・ライトノベルは順調。

売上合計 67,906 80,125 +12,219
118.0％

営業利益 3,453 3,792 +338
109.8％

①コミックス、付録つき雑誌の返品率上昇。

営業利益率 5.1％ 4.7％ ▲0.４％

構成比47.7％

構成比23.0％

構成比17.0％

構成比8.0％

構成比4.2％

構成比43.6％

構成比19.5％

構成比23.2％

構成比9.2％

構成比4.4％
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第2位：「２０歳若く見えるために私が実践している１００の習慣」
第3位：「ポケットモンスター ブラック・ホワイト 2 公式ぜんこく図鑑完成ガイド」
第4位：「光圀伝」
第5位：「ポケットモンスター ブラック・ホワイト 2 公式完全ぼうけんクリアガイド」

第1位：「上昇思考」

第2位：「乙嫁語り④」
第3位：「テルマエ・ロマエⅠ」
第4位：「テルマエ・ロマエⅡ」
第5位：「となりの関くん③」

第1位：「テルマエ・ロマエⅤ」

第2四半期3ヵ月計（2012年7月－9月） ジャンル別ベスト５

第2位：「ロスト・シンボル（上）」
第3位：「ロスト・シンボル（中）」
第4位：「ロスト・シンボル（下）」
第5位：「心霊探偵八雲⑧」

「ポケットモンスター ブラック・ホワイト 2 
公式ぜんこく図鑑完成ガイド」

第2位：「光圀伝」
第3位：「ポケットモンスター ブラック・ホワイト 2 公式完全ぼうけんクリアガイド」
第4位：「ラグナロクオンライン １０ｔｈ アニバーサリー ビジュアルクロニクル」
第5位：「上昇思考」

第1位：「おおかみこどもの雨と雪」

第2位：「となりの関くん③」
第3位：「世界一初恋」
第4位：「そらのおとしもの⑮」
第5位：「テルマエ・ロマエⅠ」

第2位：「ソードアート・オンライン① アインクラッド」
第3位：「ソードアート・オンライン② アインクラッド」
第4位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない⑪」
第5位：「バカとテストと召喚獣10.5」

第1位：「ソードアート・オンライン⑩ アリシゼーション・ランニング」

第2位：「ソードアート・オンライン② アインクラッド」
第3位：「ソードアート・オンライン⑩ アリシゼーション・ランニング」
第4位：「僕は友達が少ない⑧」
第5位：「ソードアート・オンライン③ フェアリィ・ダンス」

第1位：「ソードアート・オンライン① アインクラッド」

第2位：「天地明察（上）」
第3位：「天地明察（下）」
第4位：「おおかみこどもの雨と雪」
第5位：「おそろし 三島屋変調百物語事始」

第２四半期累計（2012年4月－9月） シリーズ別・ベスト10第2四半期3ヵ月計（2012年7月－9月） シリーズ別・ベスト10

第２四半期 主なパッケージ作品

第4位：「ロスト・シンボル」シリーズ

第5位：「となりの関くん」シリーズ

第6位：「アクセル・ワールド」シリーズ

第7位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ

第8位：「バカとテストと召喚獣」シリーズ

第9位：「世界一初恋」シリーズ

第10位：「ハイスクールＤ×Ｄ」シリーズ

第4位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ

第5位：「アクセル・ワールド」シリーズ

第6位：「天地明察」 シリーズ

第7位：「おおかみこどもの雨と雪」シリーズ

第8位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」シリーズ

第9位：「僕は友達が少ない」シリーズ

第10位：「ココロコネクト」シリーズ

第1位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第2位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ
第3位：「古典部」シリーズ

主な書籍作品ランキング

第1位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第2位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ
第3位：「おおかみこどもの雨と雪」シリーズ

第1位：「テルマエ・ロマエⅤ」

ブレイキング・ドーンPart1
／トワイライト・サーガ

氷菓

ミクの日大感謝祭
2Days ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄBD-BOX

ﾊｲｽｸｰﾙD×D

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖③
～栞子さんと消えない絆～」

僕は友達が少ない

12月28日 Ｐart２ 公開予定 2013年1月
僕は友達が少ない NEXT
ＴＶアニメ放映開始

第1位：

©石踏一榮・みやま零/富士見書房/ハイスクールD×D製作委員会

©2011 平坂読・メディアファクトリー／製作委員会は友達が少ない™ & ©2012 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.©米澤穂信・角川書店／神山高校古典部OB会

©SEGA／©Crypton Future Media, Inc. Organized by SEGA/MAGES.

ｱｸｴﾘｵﾝEVOL

©SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL

前作「創聖のアクエリオン」から6年
河森正治最新作が登場

石踏一榮のライトノベル原作
による学園アニメ

角川文庫から人気ミステリ作家
「米澤穂信」のデビュー作

一
般
書

文
庫

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル

コ
ミ
ッ
ク
ス
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ニ
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今後の主な作品

第4四半期の主な作品

第３四半期の主な作品
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ア
ニ
メ

ゲ

ー
ム

映

画

お兄ちゃんだけど
愛さえあれば関係ないよねっ
原作：鈴木大輔 原作イラスト：閏月戈
（メディアファクトリー／「MF文庫J」）
放送局：AT-X、TOKYO MX、SUN-TV 他

さくら荘のペットな彼女
原作：鴨志田一 原作イラスト：溝口ケージ

（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：MBS、TOKYO MX、tvk 他

生徒会の一存 Ｌｖ．２
原作：葵せきな 原作イラスト：狗神煌
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）

既刊：ライトノベル10巻、コミックス２巻

既刊：ライトノベル７巻、コミックス３巻

ニコニコ
生放送

先行配信

D
V
D
/
B
D

ゲ

ー
ム

花の詩女 ゴティックメード
脚本・監督：永野護
出演：川村万梨阿 佐々木望 他
配給：角川書店

11月1日公開

©EDIT

12月28日公開トワイライト・サーガ
ブレイキング・ドーン Part 2
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：角川書店

TM & ©2012 SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

円卓の生徒 The Eternal Legend
プラットフォーム：PlayStation®Portable

発売日：10月4日
発売元：角川ゲームス
制作・著作：角川ゲームス／エクスペリエンス

©2012 KADOKAWA GAMES / Experience

Fate/stay night [Realta Nua]
プラットフォーム：PlayStation®Vita

発売日：11月29日

発売元：角川ゲームス

企画・製作：角川書店

©AKS / ©2012 ENTERBRAIN, INC.

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」）
放送局：TOKYO MX、MBS 他 AMW

創立20周年
記念作品

えびてん公立海老栖川高校天悶部
原作：すかぢ 作画： 狗神煌

（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、TVQ九州放送 他

メン・イン・ブラック3
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：10月26日

©MMXI P.T. Merantau Films

ザ・レイド
監督・脚本: ギャレス・エヴァンス
出演：イコ・ウワイス ジョー・タスリム 他
配給：角川書店

10月27日公開

ＡＫＢ48＋Ｍe
プラットフォーム：ニンテンドー3DS
発売日：10月25日
発売元：角川ゲームス
企画・制作：エンターブレイン

©TYPE-MOON/KADOKAWA SHOTEN

バカとテストと召喚獣 ポータブル
プラットフォーム： PlayStation®Portable

発売日：12月13日
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店
©2011 Kenji inoue/PUBLISHED BY ENTERBRAIN. INC,/
バカとテストと召喚獣2製作委員会 ©Kenji Inoue/角川書店

恋は校則に縛られない！
プラットフォーム： PlayStation®Portable
発売日：11月29日
発売元：角川ゲームス
企画・製作：アスキー・メディアワークス
開発：ブリッジ

©VRIDGE INC. ©2012 ASCII MEDIA WORKS Inc.

©2012 Columbia Pictures Industries, Inc. and Hemisphere 
- Culver Picture Partners I, LLC. All Rights Reserved 

新世紀 エヴァンゲリオン 第13巻

11月２日 世界14カ国＆地域 同時発売予定
日本 【限定版】11月２日 通常版：11月22日
世界 【通常版】11月２日

既刊・関連書籍

既刊：コミックス３巻、コミックス（フルカラー版）３巻
関連ライトノベル１巻

境界線上のホライゾン ＰＯＲＴＡＢＬＥ
プラットフォーム： PlayStation®Portable
発売元：角川ゲームス
企画・製作：アスキー・メディアワークス
発売日：2013年2月28日
©川上稔／アスキー・メディアワークス／境界線上のホライゾン製作委員会
©2013 TENKY／ASCII MEDIA WORKS Inc.

この中に１人、妹がいる！
発売元：メディアファクトリー
販売元：メディアファクトリー
発売日：Vol.2 10月24日

Vol.3 11月28日
Vol.4 12月26日

©貞本義行 ©カラー・ＧＡＩＮＡＸ

アクエリオンEVOL
発売元：メディアファクトリー
販売元：メディアファクトリー
発売日：Vol.7 10月24日

Vol.8 11月28日
Vol.9 12月26日

©SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL

著者：貞本義行
原作：カラー・ＧＡＩＮＡＸ
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）

僕は友達が少ない NEXT
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」）
放送局：TBS、BS-TBS 

既刊：ライトノベル８巻、コミックス６巻

書

籍

新約 とある魔術の禁書目録⑤
原作：鎌池和馬 著者：冬川基
キャラクターデザイン：はいむらきよたか
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

既刊：ライトノベル28巻、関連コミックス７巻

映

画

2月23日公開

©映画「鈴木先生」製作委員会

映画 鈴木先生
監督: 河合勇人 脚本: 古澤良太
出演：長谷川博己 臼田あさ美 他
共同配給：角川書店／テレビ東京

1月12日公開

■コミックス

新世紀エヴァンゲリオン（「ヤングエース」連載中）
新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画（「少年エース」連載中）
新世紀エヴァンゲリオン 鋼鉄のガールフレンド2nd
新世紀エヴァンゲリオン 学園堕天録（「月刊ＡＳＵＫＡ」連載中）
ぷちえう゛ぁ

■ビジュアルBOOK・イラスト集・単行本

12巻
13巻
6巻
4巻
3巻

15巻

©田口一・メディアファクトリー／委員会の中に1人、妹がいる！

©2012 すかぢ・狗神煌／角川書店／海老栖川高校天悶部

© 2012 葵せきな・狗神煌／富士見書房／新・碧陽学園生徒会

©2012 鈴木大輔・メディアファクトリー／おにあい製作委員会

©鴨志田一/アスキー・メディアワークス/さくら荘製作委員会©川原 礫/アスキー・メディアワークス/SAO Project

D.C.Ⅲ Plus ～ダ・カーポⅢ プラス～
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
発売日： 2013年2月28日

©2011-2013 角川書店／CIRCUS

既刊：ライトノベル１０巻、単行本２巻
関連ライトノベル８巻
コミックス７巻、関連コミックス５巻

さくら荘のペットな彼女
プラットフォーム： PlayStation®Vita

PlayStation®Portable

発売元：角川ゲームス
企画・製作：アスキー・メディアワークス
発売日：2013年1月24日
©鴨志田一／アスキー・メディアワークス／さくら荘製作委員会
©2013 ASCII MEDIA WORKS Inc.
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劇場版 とある魔術の禁書目録
エンデュミオンの奇蹟
原作：鎌池和馬 原作イラスト：灰村キヨタカ
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
配給：ワーナー・ブラザース映画

©鎌池和馬／アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX MOVIE

ストライクウィッチーズ 劇場版
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：10月26日

©第501統合戦闘航空団 活動写真

貞子３Ｄ
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：10月31日

©2012『貞子３Ｄ』製作委員会

2013年夏 続編公開 決定！！

ファイブスター物語
【期間限定スペシャルプライス版】
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：10月10日

©1985･1986 MAMORU NAGANO ©1988 KADOKAWA PICTURES,INC 

10月10日発売10月４日発売
Fate/Zero ④
原作：ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 著者：真じろう
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）

既刊：コミックス3巻、関連コミックス４巻

既刊：ライトノベル11巻、コミックス2巻
関連コミックス1巻

10月3日
レンタル開始

好評レンタル中

ハンガー・ゲーム③
マネシカケスの少女 上・下
原作：スーザン・コリンズ
（メディアファクトリー／「文庫ダ・ヴィンチ」）

11月2日発売

世界一かんたん定番年賀状 2013
（アスキー・メディアワークス
／アスキー書籍編集部）

既刊：文庫２巻（各上・下）、単行本３巻

2013年度版 年賀状素材集
アスキー・メディアワークスより 全12冊発売


