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角川グループホールディングス
2013年3月期 通期決算説明会

2013年4月26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＝当期

※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
実績

FY2012
業績予想

FY2012
実績

売上 147,392 155,000 161,602
対予想+6,602(104.3％)
対前年+ 14,209(109.6％)

営業
利益

5,655
営業利益率

3.8％

8,000
営業利益率

5.2％

7,951
営業利益率：4.9％
対予想▲48(99.4％)

対前年+2,295(140.6％)

経常
利益

5,905 8,300 8,661
対予想+362(104.4％)
対前年+2,756(146.7％)

当期
純利益 3,604 4,700 5,040

対予想+340(107.2％)
対前年+1,436(139.8％)

☆
上場来

高

☆
上場来

高
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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
※百万円未満切捨て

FY2011
実績

FY2012
実績

経常利益 5,905 8,661
特別利益合計 334 130
特別損失合計 1,404 1,610

うち投資有価証券評価損 476 632

うち子会社株式売却損 579

税金等調整前当期純利益 4,835 7,181
法人税等 1,115 2,043
少数株主利益 116 98
当期純利益 3,604 5,040



4

連結包括利益計算書

単位：百万円

※百万円未満切捨て

FY2011
実績

FY2012
実績

少数株主損益調整前
当期純利益 3,720 5,138

その他包括利益:
その他有価証券評価差額金 ▲198 5,133

為替換算調整勘定 ▲520 972

持分法適用会社に対する持分相当額 ▲20 72

その他の包括利益合計 ▲739 6,178

包括利益 2,980 11,317
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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
実績

FY2012
実績

増減 主な増減要因

売
上
明
細

書籍関連
66,945 69,867 +2,922

104.4％

①一般文庫・ライトノベルの好調

③一般書の好調

③コミックスの不調

雑誌/広告関連 33,167 32,747 ▲419
98.7％

①雑誌販売の低調。ムックは好調。

②広告は、雑誌広告が減少だがWeb、カスタムが伸長。通

販も好調。

映像関連
26,623 34,099 +7,475

128.0％

①パッケージはMF参加の影響で点数大幅増。

②シネコンは動員数が112％に増加。

③企画・製作・配給・版権は躍進。

ネット･デジタル

関連
13,657 16,652

+2,994
121.9％

①EC事業はアイドルCDの好調。

②パッケージゲームは作品の小粒化。

③電子書籍は自社ストア・外販共に順調な伸び。

④デジタルコンテンツはSNSゲームのヒット。

海外関連 6,999 8,235 +1,236
117.6％

香港の映像、台湾の出版事業とも堅調な伸び。

売上合計 147,393 161,602 +14,209
109.6％

営業利益 5,655 7,951 +2,295
140.6％

当期第3Qまでは、出版物の重版率の低下や部数の低下に
よって営業利益率が低下していたが、第4Qに若干回復。ま
た、映像の黒字化で営業利益率は前期比+1.08ｐｔ改善。た
だし映像やCD等の粗利の低い商材の売上構成比率が高
まったことで、目標とした5.2％に届かなかった。営業利益率 3.84％ 4.92％ +1.08Pt

構成比45.4％

構成比22.5％

構成比18.6％

構成比9.3％

構成比4.7％

構成比43.2％

構成比20.2％

構成比21.1％

構成比10.3％

構成比5.1％
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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：「世界のなめこ図鑑（通常版）」
第4位：「上昇思考」
第5位：「光圀伝」

第2位：「よつばと！⑫」
第3位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬ 【プレミアム限定版】 」
第4位：「新世紀エヴァンゲリオン ⑬ 」
第5位：「坂本ですが？ １」

第4四半期3ヵ月計（2013年1月－3月） ジャンル別ベスト5

第2位：「とんび」
第3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：「アバター」

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：「龍が如く５ 夢、叶えし者 完全攻略極ノ書」
第4位：「読むだけで思わず二度見される 美人になれる」
第5位：「月とにほんご」

第2位：「坂本ですが？ １」
第3位：「氷菓 ─３ オリジナルアニメＢＤ付き限定版」
第4位：「乙嫁語り ５巻」
第5位：「カゲロウデイズ ２」

第2位：「バカとテストと召喚獣 １１」
第3位：「魔法科高校の劣等生 ⑨ 来訪者編＜上＞」
第4位：「アクセル・ワールド １３ －水際の号火－ 」
第5位：「デート・ア・ライブ ７」

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2位：「ビブリア古書堂の事件手帖 ４ 〜栞子さんと二つの顔〜」
第3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4位：「天地明察（上） 」
第5位：「天地明察（下）」

2013年3月期 累計（2012年4月－2013年3月） シリーズ別・ベスト10第4四半期3ヵ月計（2013年1月－3月） シリーズ別・ベスト10

第4四半期 主なパッケージ作品

第4位：「デート・ア・ライブ」シリーズ

第5位：「変態王子と笑わない猫」シリーズ

第6位：「まおゆう魔王勇者」シリーズ

第7位：「魔法少女リリカルなのは」シリーズ

第8位：「カゲロウデイズ」シリーズ

第9位：「バカとテストと召喚獣」シリーズ

第10位：「氷菓」シリーズ

第4位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

第5位：「氷菓」シリーズ

第6位：「まおゆう魔王勇者」シリーズ

第7位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ

第8位：「魔法少女リリカルなのは」シリーズ

第9位：「僕は友達が少ない」シリーズ

第10位：「アクセル・ワールド」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 ３ 〜栞子さんと消えない絆〜」

一
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第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖 ４ 〜栞子さんと二つの顔〜」

第1位： 「とびだせ どうぶつの森 かんぺきガイドブック」

2013年3月期累計（2012年4月－2013年3月） ジャンル別・ベスト5

第1位：「テルマエ・ロマエⅤ」

第1位：「ソードアート・オンライン1 アインクラッド」

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：「よつばと！⑫」

第1位：「新約 とある魔術の禁書目録⑥」

第1位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第2位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
第3位：「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ
第2位：「よつばと！」シリーズ
第3位：「とある魔術の禁書目録」シリーズ

氷菓
DVD／Blu-ray

＜古典部＞シリーズ 第１弾「氷菓」は
第五回角川学園小説大賞ヤングミステリー
＆ホラー部門奨励賞受賞作！

図書館戦争 革命のつばさ
DVD／Blu-ray

実写映画「図書館戦争」
4月27日（土） より
全国東宝系ロードショー！

©有川浩・角川書店／図書館戦争フィルムパートナーズ 2012

劇場版「シュタインズ・ゲート」
4月20日（土）より
全国ロードショー！

©2011 5pb.／Nitroplus 未来ガジェット研究所

STEINS;GATE DVD-BOX/BD-BOX 
DVD/Blu-ray

映

像

ゲ
ー
ム

D.C.Ⅲ Plus ～ダ・カーポⅢ プラス～
プラットフォーム：PlayStation®Portable

デモンゲイズ
プラットフォーム：PlayStation®Vita

© 2013 KADOKAWA GAMES / Experience ©2011-2013 角川書店／CIRCUS

アスキー・メディアワークス 電撃文庫の
人気作品がゲーム化！

さくら荘のペットな彼女
プラットフォーム：PlayStation®Vita

PlayStation®Portable

コンプティーク、電撃G's magazine
など複数のコミック誌でコミカライズ！

角川ゲームス×エクスペリエンス
ファンタジー・ダンジョンRPG

©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.

©米澤穂信・角川書店／神山高校古典部OB会
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第2四半期の主な作品

2014年3月期
第1四半期の主な作品
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映

画
4月27日公開映画 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」）

©“Library Wars” Movie Project

5月11日公開県庁おもてなし課
監督：三宅喜重 脚本：岡田恵和
出演：錦戸亮、堀北真希 他
配給：東宝
原作：有川浩（角川書店／「角川文庫」）

D
V
D
/
B
D

ゲ

ー
ム

©2013映画「県庁おもてなし課」製作委員会

ＲＤＧ レッドデータガール
原作：荻原規子 原作イラスト：酒井駒子
（角川書店／「角川文庫」）
放送局：TOKYO MX、キッズステーション 他

既刊：単行本6巻、文庫5巻、
コミックス1巻、ライトノベル2巻

フォトカノ Ｋｉｓｓ
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
制作著作：エンターブレイン
発売日： 4月25日

©2011, 2013 ENTERBRAIN, INC. Developed by DINGO Inc.

フォトカノ
原作：エンターブレイン
（PlayStation®Portable用ゲームソフト「フォトカノ」）
放送局：TBS、MBS、CBC 他

劇場版 STEINS;GATE
負荷領域のデジャヴ
総監督：佐藤卓哉・浜崎博嗣 監督：若林漢二
原作：志倉千代丸／MAGES.／Nitroplus
キャラクター原案：huke 脚本：花田十輝
配給：角川書店

4月20日公開4月13日公開

体脂肪計タニタの社員食堂
監督：李闘士男 脚本：田中大祐
出演：優香、浜野謙太 他
配給：角川書店
原作：田中大祐（角川書店／「角川文庫）

5月25日公開

ライジング・ドラゴン
監督・脚本・製作：ジャッキー・チェン
出演：ジャッキー・チェン、クォン・サンウ 他
配給：角川書店

©2012 Jackie & JJ International Limited, Huayi Brothers Media Corporation
and Emperor Film Production Company Limited All rights reserved 

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： 4月25日

生徒会の一存 Lv.2 PORTABLE
プラットフォーム：PlayStation®Portable
発売元：角川ゲームス
企画・制作：角川書店
発売日： 6月20日

ロウきゅーぶ！ひみつのおとしもの
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： 6月20日

25年目の弦楽四重奏
監督：ヤーロン・ジルバーマン
出演：フィリップ・シーモア・ホフマン 他
配給：角川書店

7月6日公開
ART of RAP（アート・オブ・ラップ）
監督：アイス-Ｔ
出演：エミネム 他
配給：角川書店

7月27日公開

映

画

テルマエ・ロマエⅥ

映画 『テルマエ・ロマエⅡ』 2014年GW公開！

既刊：関連コミックス4巻

©2012 葵せきな・狗神煌／富士見書房／新・碧陽学園生徒会
©2013 角川書店

©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.

ブレイキング・ドーンPart2/
トワイライト・サーガ
発売元：角川書店
販売元：角川書店
発売日：5月17日

ド
ラ
マ

妻は、くノ一
原作：風野真知雄
（角川書店／「角川文庫」）
放送局：NHK BSプレミアム
出演：市川染五郎、瀧本美織 他

とある科学の超電磁砲Ｓ
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／「電撃コミックス」）
放送局：TOKYO MX、MBS 他

既刊：コミックス8巻

ハイスクールＤ×Ｄ NEW
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」）

断裁分離のクライムエッジ
原作：緋鍵龍彦
（メディアファクトリー／「コミックアライブ」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都 他

あいうら
原作：茶麻
（角川書店／「カドカワコミックス・エースエクストラ」）
放送局：テレビ東京、AT-X 

ロウきゅーぶ！ＳＳ
原作：蒼山サグ イラスト：てぃんくる
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）

ブラッドラッド
原作：小玉有起
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）

既刊：コミックス7巻

既刊：コミックス4巻

デート・ア・ライブ
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」）
放送局：TOKYO MX、AT-X 他

既刊：ライトノベル7巻、コミックス1巻
関連コミックス3巻

はたらく魔王さま
原作：和ヶ原聡司 原作イラスト：029
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ 他

既刊：ライトノベル8巻、コミックス2巻
関連コミックス1巻

変態王子と笑わない猫。
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」
放送局：TOKYO MS、MBS 他

既刊：ライトノベル6巻、コミックス4巻
関連コミックス1巻

俺の妹がこんなに可愛いわけがない。第2期
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：ライトノベル11巻、コミックス4巻、
関連コミックス2巻

©2013「体脂肪計タニタの社員食堂」製作委員会

© 2013 5pb.／Nitroplus STEINS;GATE MOVIE PROJECT

既刊：ライトノベル14巻、コミックス4巻
関連コミックス１巻

既刊：ライトノベル12巻、コミックス5巻
関連コミックス1巻、関連書籍1巻

既刊：コミックス8巻、関連コミックス1巻

原作：ヤマザキマリ
（エンターブレイン／「ビームコミックス」）

既刊：コミックス５巻

©蒼山サグ／アスキー・メディアワークス／TEAM RO-KYU-BU! SS
©2013 ASCII MEDIA WORKS Inc. TM & © 2012 SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

既刊：文庫10巻、コミックス１巻

素敵な相棒
～フランクじいさんとロボットヘルパー～
監督：ジェイク・シュライアー
出演：フランク・ランジェラ 他
配給：角川書店

8月10日公開

© 2012 Hallowell House, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

© A Late Quartet LLC 2012

角川ホラー文庫
20周年記念作品

8月30日公開
貞子３Ｄ２
監督：英勉
出演：瀧本美織 他
配給：角川書店
原作：鈴木光司「エス」 （角川書店）

スヌープ・ドッグ／ロード・トゥ・ライオン
監督：アンディ・キャッパー
出演：スヌープ・ライオン 他
配給：角川書店

7月27日公開

ソ
ー
シ
ャ
ル

ダビスタ for GREE
プラットフォーム：GREE
運営：エンターブレイン
対応機種：フィーチャーフォン

スマートフォン
サービス開始：4月15日

©ParityBit

©2013『貞子３Ｄ２』製作委員会
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© 2013 VICE FILMS, INC., SNOOPADELIC PICTURES, INC.

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ
原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON
（角川書店／「カドカワコミックス・エース」）

既刊：コミックス２巻、関連コミックス６巻
2012 © The Art Of Rap Films Ltd.


