角川グループホールディングス
2013年3月期 第3四半期累計決算
2013年2月1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。
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

1

連結損益計算書 概要
※単位：百万円
百万円未満
切捨て

FY2011
3Q累_実績

売上 107,551
営業
利益

5,525

FY2012
3Q累_実績

3Q実績の
通期予想
進捗率

FY2012
通期予想

121,170

78.2％

155,000

69.0％

8,000

対前年+13,618 (112.7％)

5,517

営業利益率：5.1％

営業利益率：4.6％

経常
利益

5,926

6,155

当期
純利益

3,503

営業利益率：5.2％

対前年▲7 (99.9％)

74.2％

8,300

63.9％

4,700

対前年+228 (103.9％)

3,001
対前年▲502 (85.7%)
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連結損益計算書（経常利益～当期純利益抜粋）
FY2011
3Q累_実績

FY2012
3Q累_実績

5,926

6,155

特別利益合計

330

116

特別損失合計

1,120

1,241

うち減損損失

0

124

うち投資有価証券評価損

872

976

税金等調整前当期純利益

5,137

5,030

法人税等

1,530

1,957

103

72

3,503

3,001

※単位：百万円
百万円未満切捨て

経常利益

少数株主利益

当期純利益
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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

FY2011
3Q累_実績

FY2012
3Q累_実績

3,607

3,073

その他有価証券評価差額

▲219

1,000

為替換算調整勘定

▲637

17

持分法適用会社に対する持分相当額

▲31

1

その他の包括利益合計

▲887

1,018

包括利益

2,719

4,092

その他包括利益:
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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

書籍関連

FY2011
3Q累_実績

49,503
構成比46.0％

売上明細

雑誌/広告関連

24,992
構成比23.2％

FY2012
3Q累_実績

52,023
24,430
構成比20.2％

18,220
構成比16.9％

27,275

ネット･デジタル
関連

10,154

12,202

海外関連

4,680

売上合計
営業利益
営業利益率

構成比4.4％

＋2,520
105.9%

構成比42.9％

映像関連

構成比9.5％

増減

構成比22.5％

構成比10.1％

5,238

構成比4.3％

107,551 121,170
5,525

5,517

5.1％

4.6％

▲561
97.7%

+9,054
149.7%

+2,047
120.1%

+557
111.9%

主な増減要因
①ライトノベル：MF文庫Jの加入で増収維持。
②コミックス：重版の減少、返品の増加。
③一般文庫：新刊点数減と既刊の売行きが鈍い。
④一般書：攻略本の好調やMF加入で増収。
①雑誌販売、雑誌広告：依然厳しい状況。
②カスタムマガジン、Web広告：好調維持。
③その他：広告代理業が好調だが、通販の縮小。
①映像ソフト：MF加入の影響で点数も大幅増加。
②企画製作：作品数増加で売上も大きく伸びる。
③シネコン：邦画を中心に高稼働。物販も伸長。
①電子書籍：B☆W、外販ともに好調維持。
②EC：アイドルCD通販が大きく売上を伸ばす。
③ゲームソフトはタイトル数が減少。
①香港は劇場興行、映像ソフト、ゲームソフトが牽引し、過去最
高値に。
②台湾はコミック・ライトノベル中心に今期も堅調。

+13,618
112.7％

▲7
99.9％

映像の躍進で売上構成が変化している。粗利の低い映像商材
の売上占有が増えたため、営業利益率が低下。また出版にお
いても、①書籍の重版減②返品率の上昇③初版部数の小粒
化といった要因が重なり、営業利益率が低下した。

▲0.6％
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2013年3月期 第3四半期 トピックス
主な書籍作品ランキング
第3四半期3ヵ月計（2012年10月－12月）

シリーズ別・ベスト10

第3四半期累計（2012年4月－12月）

シリーズ別・ベスト10

第1位：「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ
第2位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第3位：「とびだせ どうぶつの森」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：「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ
第3位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

第4位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ
第5位：「まおゆう魔王勇者」シリーズ
第6位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
第7位：「僕は友達が少ない」シリーズ
第8位：「あたしンち」シリーズ
第9位：「純愛ロマンチカ」シリーズ
第10位：「さくら荘のペットな彼女」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：「氷菓」シリーズ
第6位：「僕は友達が少ない」シリーズ
第7位：「とびだせ どうぶつの森」シリーズ
第8位：「まおゆう魔王勇者」シリーズ
第9位：「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」シリーズ
第10位：「天地明察」シリーズ

第3四半期3ヵ月計（2012年10月－12月）

ジャンル別ベスト5

第3四半期累計（2012年4月－12月）ジャンル別ベスト5

一般書
文庫

第1位： 「とびだせ どうぶつの森 かんぺきガイドブック」

第1位：「上昇思考」

第2位：「とびだせ どうぶつの森 ザ・コンプリートガイド」
第3位：「あたしンち 18」
第4位：「バイオハザード６ 公式コンプリートガイド」
第5位：「世界のなめこ図鑑（通常版）」

第2位：「とびだせ どうぶつの森 かんぺきガイドブック」
第3位：「とびだせ どうぶつの森 ザ・コンプリートガイド」
第4位：「あたしンち 18」
第5位：「光圀伝」

第1位： 「ビブリア古書堂の事件手帖

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖３

〜栞子さんと奇妙な客人たち〜」

〜栞子さんと消えない絆〜」

ライトノベル
コミックス

第2位：「ビブリア古書堂の事件手帖２ 〜栞子さんと謎めく日常〜」
第3位：「ペンギン・ハイウェイ」
第4位：「ビブリア古書堂の事件手帖３ 〜栞子さんと消えない絆〜」
第5位：「とんび」

第2位：「天地明察（上）」
第3位：「天地明察（下）」
第4位：「ビブリア古書堂の事件手帖 〜栞子さんと奇妙な客人たち〜 」
第5位：「おおかみこどもの雨と雪」

第1位：「ソードアート・オンライン プログレッシブ1」

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：「ソードアート・オンライン11 アリシゼーション・ターニング」
第3位：「僕は友達が少ない CONNECT」
第4位：「新約 とある魔術の禁書目録(5)」
第5位：「魔法科高校の劣等生(8) 追憶編」

第2位：「ソードアート・オンライン プログレッシブ1」
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：「ソードアート・オンライン2 アインクラッド」
第5位：「ソードアート・オンライン11 アリシゼーション・ターニング」

第1位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬ 【プレミアム限定版】」

第1位：「テルマエ・ロマエⅤ」

第2位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬」
第3位：「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲(8)」
第4位：「日常 ⑧」
第5位：「純情ロマンチカ 16 プレミアムアニメＤＶＤ付き限定版」

第2位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬ 【プレミアム限定版】」
第3位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬ 」
第4位：「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲(8)」
第5位：「乙嫁語り 4巻」

第３四半期 主なパッケージ作品
メン・イン・ブラック３

ストライクウィッチーズ 劇場版

アクエリオンEVOL

DVD／Blu－ray

DVD／Blu－ray

スティーヴン・スピルバーグ制作総指揮
ＳＦアクション・エンターテインメント
超大作

ＴＶシリーズＢＤ＆ＤＶＤ累計
30万本突破！

前作「創聖のアクエリオン」から6年
河森正治最新作がついに登場！

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

©第501統合戦闘航空団 活動写真

©SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL

DVD／Blu－ray

Fate／stay night [Réalta Nua]

英雄伝説 零の軌跡 Evolution

プラットフォーム：ニンテンドー３ＤＳ

プラットフォーム：PlayStation®Vita

プラットフォーム：PlayStation®Vita

ＡＫＢのメンバーにあなたもなれる！

ＰＳ２で大ヒットを記録した
Fate／stay night[Réalta Nua]が
PSVitaで登場！

数々の賞を受賞した「英雄伝説 零の軌跡」
が新たなる要素を加味し、
エンターテインメント性倍増のゲームへと
進化！

ＡＫＢ４８＋Ｍｅ

©AKS / ©2012 ENTERBRAIN, INC.

©TYPE-MOON/KADOKAWA SHOTEN

©Nihon Falcom Corporation / ©2012 Chara‐ani Corporation
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今後の主な作品

第４四半期の主な作品

ビブリア古書堂の事件手帖
原作：三上 延
（アスキー・メディアワークス／
「メディアワークス文庫」）
既刊：文庫3巻、コミックス2巻
問題児たちが
異世界から来るそうですよ？

シリーズ累計380万部突破

放送局：フジテレビ系列 月曜よる9時
出演：剛力彩芽、ＡＫＩＲＡ、高橋克実 他
D.C.Ⅲ～ダ・カーポⅢ～
原作・脚本：tororo/CIRCUS 著者：かゆらゆか
（角川書店／「角川コミックス・エース」）

原作：あべ美幸
（角川書店／「あすかコミックスCL-DX」）
放送局：MBS、TOKYO MX、テレビ愛知 他

原作：CIRCUS 著者：日向ののか
（アスキー・メディアワークス／「電撃コミックス」）
放送局：TOKYO MX、MBS、テレビ愛知 他
既刊：コミックス2巻

既刊：コミックス12巻

ア ニメ

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、MBS、CBC 他
既刊：ライトノベル10巻、コミックス7巻、
関連コミックス3巻

閃乱カグラ

ラブライブ！

原作：高木謙一郎(マーベラスAQL)
漫画：鷹爪あまみ
（メディアファクトリー／「コミックアライブ」）
放送局：AT-X、チバテレ、サンテレビ 他

原作：公野櫻子 作画：鴇田アルミ
キャラクターデザイン：室田雄平
（アスキー・メディアワークス／「電撃コミックス」）
放送局：TOKYO MX、読売テレビ、テレビ愛知 他
既刊：コミックス1巻

既刊：コミックス2巻

まおゆう魔王勇者

ビビッドレッド・オペレーション

コミックス第1巻 2月27日発売予定
1月12日公開

映画 鈴木先生

生徒会の一存 Lv.２

原作：橙乃ままれ イラスト：ｔｏｉ８
キャラクター原案：水玉螢之丞
（エンターブレイン）
放送局：TOKYO MX、tvk、サンテレビ 他
既刊：単行本5巻、関連単行本3巻、
コミックス5巻、関連コミックス4巻

原作：ビビッドレッド・オペレーション
作画：小梅けいと
（アスキー・メディアワークス／「電撃コミックス」）
放送局：MBS、TBS、CBC 他

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」）
放送局：テレ玉、サンテレビ、TOKYO MX 他
既刊：ライトノベル10巻、関連ライトノベル9巻、
コミックス8巻、関連コミックス6巻、単行本2巻
2月9日公開

大人の音楽映画祭
～レジェンドたちの競宴～

映

監督: 河合勇人 脚本: 古沢良太
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

配給：角川書店

画

劇場版 とある魔術の禁書目録
-エンデュミオンの奇蹟-

2月23日公開

原作：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」） AMW
創立20周年
配給：ワーナー・ブラザース映画

アントニオ・カルロス・ジョビン

2月23日公開

監督：ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス、ドラ・ジョビン
出演：アントニオ・カルロス・ジョビン 他
配給：角川書店

角川シネマ有楽町にて音楽界のレジェンド
たちの、ハイ・クォリティなドキュメンタリー作品
の数々を一挙に上映

©2013映画「鈴木先生」製作委員会

コミック

2月22日 最新第4巻発売予定
フジテレビ月9にてドラマ化

八犬伝-東方八犬異聞-

原作：竜ノ湖太郎 原作イラスト：天之有
（角川書店／「スニーカー文庫」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ、tvk 他
既刊：ライトノベル6巻、関連コミック2巻

原作小説

©Regina Filmes,2011

3月2日公開

ディスコ・レボリューション

愛、アムール

監督：ジェイミー・カストナー
出演：ヴィレッジ・ピープル 他
配給：角川書店

監督：ミヒャエル・ハネケ
出演：ジャン＝ルイ・トランティニャン 他
配給：ロングライド

©Disco Doc Inc. 2011

（C）2012 Les Films du Losange - X Filme Creative Pool - Wega Film - France 3
Cinéma - Ard Degeto - Bayerisher Rundfunk - Westdeutscher Rundfunk

3月9日公開

記念作品

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

とんび

みんなが選んだ
発見！角川文庫
「感動する」第１位

ゲ ーム

ＴＶドラマ

原作：重松清（角川書店）
出演：内野聖陽、佐藤健、常盤貴子 他
放送局：ＴＢＳ系 日曜劇場
放送日：日曜よる9時

DVD/BD

発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：1月16日
©2012 LIONS GATE Entertainment INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Ｄ.Ｃ.Ⅲ Ｐｌｕｓ～ダ・カーポⅢ プラス～

プラットフォーム： PlayStation®Vita
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
発売日： 1月24日

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： 2月28日

©2013 KADOKAWA GAMES / Experience

©2011-2013 角川書店／CIRCUS

さくら荘のペットな彼女

境界線上のホライゾン ＰＯＲＴＡＢＬＥ

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：2月14日

既刊：単行本１巻、文庫１巻

ハンガー・ゲーム

デモンゲイズ

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：3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.

©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.

図書館戦争 革命のつばさ

天地明察

発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：1月25日

発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：2月22日

©有川浩・角川書店／図書館戦争フィルムパートナーズ 2012

©2012「天地明察」製作委員会

俺の妹がこんなに可愛いわけがない。第2期

デート・ア・ライブ

来期の主な作品

ア ニメ

原作：荻原規子 装画：酒井駒子
（角川書店／「角川文庫」）

原作：伏見つかさ 原作イラスト：かんざきひろ
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：ABC、TOKYO MX、とちぎテレビ 他

既刊：単行本6巻、文庫4巻

既刊：ライトノベル11巻、コミックス4巻、
関連コミックス1巻

変態王子と笑わない猫。

映 画

ＲＤＧ レッドデータガール

原作：さがら総 原作イラスト：カントク
（メディアファクトリー／「ＭＦ文庫Ｊ」）

原作：橘公司 原作イラスト：つなこ
（富士見書房／「ファンタジア文庫」）
既刊：ライトノベル6巻、コミックス1巻
関連コミックス2巻
4月27日公開

図書館戦争
監督：佐藤信介 脚本：野木亜紀子
出演：岡田准一、榮倉 奈々 他
配給：東宝
原作：有川浩（角川書店／「角川文庫」）

県庁おもてなし課

5月11日公開

監督：三宅喜重 脚本：岡田恵和
出演：錦戸亮、堀北真希、関めぐみ 他
配給：東宝
原作：有川浩（角川書店）

既刊：ライトノベル5巻、コミックス3巻
©”Library Wars” Movie Project

©2013 映画「県庁おもてなし課」製作委員会
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