株式会社KADOKAWA
2014年3月期 通期決算説明会
2014年4月28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。
FY2012・・・2012/04/01～2013/03/31＝2013年3月期＝前期
FY2013・・・2013/04/01～2014/03/31＝2014年3月期＝当期
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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

FY2012
通期_実績

FY2013
通期_実績

対前年

▲10,453
(93.5％)

売上

161,602

151,148

営業
利益
経常
利益

7,951

6,169

営業利益率：4.9％

営業利益率：4.1％

▲1,782
(77.6％)

7,337

▲1,324
(84.7％)

7,592

+2,552
(150.6％)

当期
純利益

8,661
5,040
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連結損益計算書（経常利益～当期純利益抜粋）
※単位：百万円

FY2012
通期_実績

FY2013
通期_実績

8,661

7,337

特別利益合計

130

3,972

特別損失合計

1,610

1,802

うち固定資産除去損

249

711

うち投資有価証券評価損

632

380

税金等調整前当期純利益

7,181

9,506

法人税等

2,043

1,285

98

629

5,040

7,592

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

FY2012
通期_実績

FY2013
通期_実績

少数株主損益調整前
当期純利益
その他包括利益:

5,138

8,221

その他有価証券評価差額

5,133

7,564

土地再評価差額金

─

▲265

為替換算調整勘定

972

1,863

持分法適用会社に対する持分相当額

72

149

6,178

9,311

11,317

17,533

その他の包括利益合計

包括利益
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売上/営業利益 増減要因
FY2012
通期_実績

FY2013
通期_実績

増減

69,867

65,630

▲4,237

構成比 43.2％

構成比 43.4％

32,747

32,511

構成比 20.2％

構成比 21.5％

34,099

26,394

構成比 21.1％

構成比 17.4％

16,652

21,604

構成比 10.3％

構成比 14.3％

8,235

5,008

構成比 5.1％

構成比 3.3％

売上合計

161,602

151,148

▲10,453

営業利益

7,951

6,169

▲1,782

営業利益率

4.9％

4.1％

単位：百万円
※百万円未満切捨て

書籍関連
売上明細

雑誌/広告
関連

映像関連
ネット･デジタル
関連

海外関連

93.9%

▲236
99.3%

▲7,705
77.4%

＋4,951
129.7%

▲3,226
60.8%

93.5％

77.6％
▲0.8％
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2014年3月期 期末 トピックス
主な書籍作品ランキング
第4四半期3ヵ月計（2014年1月－3月） シリーズ別・ベスト10

期末累計（2013年4月－2014年3月） シリーズ別・ベスト10

第1位：「カゲロウデイズ」シリーズ
第2位：「艦隊これくしょん」関連書籍
第3位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ

第1位：「カゲロウデイズ」シリーズ
第2位：「艦隊これくしょん」関連書籍
第3位：「ソードアート・オンライン」シリーズ
第4位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ
第5位：「モンスターハンター」関連書籍
第6位：「坂本ですが？」シリーズ
第7位：「となりの関くん」シリーズ
第8位：「ＢＲＯＴＨＥＲＳ ＣＯＮＦＬＩＣＴ」シリーズ
第9位：「はたらく魔王さま！」シリーズ
第10位：「デート・ア・ライブ」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：「モンスターハンター」関連書籍
第6位：「デート・ア・ライブ」シリーズ
第7位：「乙嫁語り」シリーズ
第8位：「ファイブスター物語」シリーズ
第9位：「ＢＲＯＴＨＥＲＳ ＣＯＮＦＬＩＣＴ」シリーズ
第10位：「星刻の竜騎士」シリーズ

第4四半期3ヵ月計（2014年1月－3月） ジャンル別ベスト５

期末累計（2013年4月－2014年3月）ジャンル別ベスト５

一般書

第1位：「モンスターハンター４ 公式ガイドブック」 2.6億円

第1位：「インフェルノ」
第2位：「モンスターハンター４ 公式ガイドブック」
第3位：「大泉エッセイ ～僕が綴った１６年」
第4位：「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」
第5位：「モンスターハンター４ ザ・マスターガイド」

第2位：「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」
第3位：「Ｆ．Ｓ．Ｓ． ＤＥＳＩＧＮＳ ４ 覇者の贈り物」
第4位：「中国嫁日記（三） 」
第5位：「デート・ア・ライブ９ Ｂｌｕ－ｒａｙ付き限定版七罪チェンジ」

文庫

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖５～栞子さんと繋がりの時～」

第1位：「ビブリア古書堂の事件手帖５～栞子さんと繋がりの時～」

第2位：「輝天炎上」
第3位：「確率捜査官 御子柴岳人 密室のゲーム」
第4位：「名のないシシャ」
第5位：「特等添乗員αの難事件 Ｖ」

第2位：「県庁おもてなし課」
第3位：「マリアビートル」
第4位：「図書館戦争」
第5位：「あんじゅう 三島屋変調百物語事続」

ライトノベル

第1位：「カゲロウデイズＶ －ｔｈｅ ｄｅｃｅｉｖｉｎｇ－ 」

第1位：「カゲロウデイズＩＩＩ －ｔｈｅ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｒｅａｓｏｎ－」
第2位：「カゲロウデイズＩＶ －ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｈｉｌｄｒｅｎ－」
第3位：「ソードアート・オンライン１２ アリシゼーション・ライジング」
第4位：「ソードアート・オンライン１３ アリシゼーション・ディバイディング」
第5位：「ソードアート・オンライン プログレッシブ２ 」

第2位：「新約 とある魔術の禁書目録（９） 」
第3位：「アクセル・ワールド１６‐白雪姫の微睡‐ 」
第4位：「デート・ア・ライブ１０ 鳶一エンジェル」
第5位：「デュラララ！！×１３ 」

コミックス

第1位：「乙嫁語り ６巻」

第1位：「坂本ですが？ ２」

第2位：「カゲロウデイズ 4」
第3位：「艦隊これくしょん ‐艦これ‐アンソロジーコミック 横須賀鎮守府編（３） 」
第4位：「魔法科高校の優等生３」
第5位：「艦隊これくしょん ‐艦これ‐電撃コミックアンソロジー 佐世保鎮守府編２ 」

第2位：「テルマエ・ロマエＶＩ」
第3位：「坂本ですが？ 1」
第4位：「となりの関くん」
第5位：「乙嫁語り ６巻」

主な映像・ゲーム作品

第4四半期3ヵ月計（2014年1月－3月）

映像 （ DVD/BD
）

のんのんびより

グランド・イリュージョン

ハイスクールＤ×Ｄ ＮＥＷ

発売元：メディアファクトリーBC
販売元：メディアファクトリーBC

発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

発売元：ショウゲート
販売元：メディアファクトリーＢＣ
© 2013 石踏一榮・みやま零／株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 富士見書房刊
／ハイスクールD×D NEW製作委員会

© 2013 あっと・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアファクトリー刊／旭丘分校管理組合

© 2013 SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

超次元ゲイム ネプテューヌ

機巧少女は傷つかない

ログ・ホライズン

発売元：フロンティアワークス
販売元：メディアファクトリーBC

発売元：ショウゲート
販売元：メディアファクトリーBC

発売元：NHKエンタープライズ
販売元：メディアファクトリーBC

© 2013 アイディアファクトリー・コンパイルハート/ネプテューヌ製作委員会

©2013 海冬レイジ・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアファクトリー刊
／機巧少女は傷つかない製作委員会

©橙乃ままれ・KADOKAWA／NHK・NEP

ゲーム

モット!ソニコミ

ＮＡｔＲＡＬ ＤＯＣｔＲＩＮＥ

エビコレ＋アマガミ

プラットフォーム：PlayStation®4 /
PlayStation®3 / PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
開発：KADOKAWA GAME STUDIO

プラットフォーム：PlayStation®3
発売元：角川ゲームス
制作・著作：エンターブレインＢＣ

プラットフォーム：PlayStation®3
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店／ニトロプラス
開発：レジスタ／ニトロプラス

©2009, 2011, 2014 KADOKAWA CORPORATION

©2011-2014 Nitroplus
©2014 Nitroplus/KADOKAWA CORPORATION

©2013-2014 Kadokawa Games, Ltd.

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014年3月期 期末決算説明会 資料

今後の主な作品

2015年3月期
第1四半期の主な作品
書 籍

マンガ大賞2014 大賞

マンガ大賞2014 第2位

知らないと恥をかく世界の大問題5

乙嫁語り

僕だけがいない街

（エンターブレインＢＣ／「ビームコミックス」）
著者：森薫

（角川書店ＢＣ／「角川コミックス・エース」）
著者：三部けい

どうする世界のリーダー？～新たな東西冷戦～
（角川マガジンズＢＣ／「角川ＳＳＣ新書」）
著者：池上彰

既刊：コミックス6巻

既刊：コミックス3巻

魔法科高校の劣等生

ブラック・ブレット

既刊：新書４巻

ラブライブ! School idol project
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ＢＣ／「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2巻、関連コミックス１巻
単行本：12巻

著者：神崎紫電 イラスト：鵜飼沙樹
（アスキー・メディアワークスＢＣ／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、tvk、サンテレビ 他

著者：佐島勤 イラスト：石田可奈
（アスキー・メディアワークスＢＣ／「電撃文庫」）
放送局：TOKYO MX、チバテレビ、tvk 他

既刊：ライトノベル7巻、コミックス3巻

既刊：ライトノベル13巻、関連コミックス3巻

ぷちます!!‐プチプチ・アイドルマスター

ア ニメ

龍ヶ嬢七々々の埋蔵金

悪魔のリドル
原作：高河ゆん 著者：南方純
（角川書店ＢＣ／「角川コミックス・エース」）
放送局：MBS、TBS、CBC 他

既刊：コミックス6巻

著者：鳳乃一真 イラスト：赤りんご
（エンターブレインＢＣ／「ファミ通文庫」）
放送局：フジテレビ、岩手めんこいテレビ
仙台放送 他
既刊：ライトノベル7巻、コミックス2巻

健全ロボ ダイミダラー

棺姫のチャイカ

デート・ア・ライブⅡ DATE A LIVE

著者：榊一郎 イラスト：なまにくＡＴＫ
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、
TVQ九州放送 他

原作：橘公司 イラスト：つなこ
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」）
放送局：TOKYO MX、AT-X 他

著者：明音 原作：バンダイナムコゲームス
（アスキー・メディアワークスＢＣ／
「電撃コミックスＥＸ」）
放送：ニコニコ動画、バンダイチャンネル 他

著者・イラスト：なかま亜咲
（エンターブレインＢＣ／「ビームコミックス」）
放送局：AT-X、チバテレビ、テレ玉 他
既刊：コミックス5巻
既刊：コミックス5巻

星刻の竜騎士

著者：榎宮祐
（メディアファクトリーＢＣ／「ＭＦ文庫Ｊ」）
放送局：AT-X、TOKYO MX、サンテレビ 他

原作：瑞智士記 イラスト：〆鯖コハダ
（メディアファクトリーＢＣ／「ＭＦ文庫Ｊ」）
放送局：AT-X、TOKYO MX、MBS 他

既刊：ライトノベル6巻、コミックス1巻

既刊：ライトノベル15巻、コミックス 7巻

4月19日公開

そらのおとしもの

カゲロウデイズ
アニメタイトル「メカクシティアクターズ」
著者：じん（自然の敵P） イラスト：しづ
（エンターブレインＢＣ／ 「KCG文庫」）
（メディアファクトリーBC／「ジーンコミックス」）
放送局：TOKYO MX、ＢＳ11，niconico 他
既刊：ライトノベル 4巻、コミックス 5巻

4月26日公開

Ｆｉｎａｌ 永遠の私の鳥籠

映 画

監督：ジョナサン・テプリツキー
原作：エリック・ローマクス
出演：コリン・ファース、ニコール・キッドマン
真田広之 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
© 2013 Railway Man Pty Ltd, Railway Man Limited, Screen
Queensland Pty Limited, Screen NSW and Screen Australia

万能鑑定士Ｑ - モナ・リザの瞳 -

既刊：ライトノベル1１巻、コミックス1巻、
関連コミックス5巻

既刊：ライトノベル9巻、コミックス4巻

ノーゲーム・ノーライフ

レイルウェイ 運命の旅路

既刊：コミックス2巻

5月31日公開

出演：綾瀬はるか、松坂桃李 他
監督：佐藤信介
原作：松岡圭祐「万能鑑定士Ｑ」シリーズ（角川文庫）
配給：東宝
©2014映画「万能鑑定士Q」製作委員会

監督: 斎藤久
原作: 水無月すう
（角川書店ＢＣ／「角川コミックス・エース」）
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

出演：阿部寛、上戸彩、北村一輝 他
監督：武内英樹
原作：ヤマザキマリ「テルマエ・ロマエ」
（エンターブレインＢＣ／（「ビームコミックス」）
配給：東宝

©2014 水無月すう/KADOKAWA 角川書店刊/空美町パートナーズ

©2014「テルマエ・ロマエⅡ」製作委員会

ライヴ

警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係
出演：小栗旬、青木 崇高、波瑠 他
著者：古川春秋 原案：金城一紀
放送局：テレビ朝日

5月10日公開

監督:下山 天、脚本:下山健人
原作:石ノ森章太郎『キカイダー』
（角川書店ＢＣ／「角川コミックス・エース」）
配給：東映

©2014「ライヴ」製作委員会

©石森プロ・東映 ©2014「キカイダー」製作委員会

ハンガー・ゲーム２

魔法戦争

発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
発売日：4月18日

発売元：メディアファクトリーBC
販売元：メディアファクトリーBC
発売日：第1巻4月18日、第2巻5月28日
第3巻6月25日

©2013 LIONS GATE FILMS INC.ALL RIGHTS RESERVED.

ゲ ーム

英雄伝説 碧の軌跡 Evolution

NAtURAL DOCtRINE

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日：6月12日
発売元：角川ゲームス
企画・制作：日本ファルコム／キャラアニ
開発：ピラミッド

プラットフォーム： PlayStation®4 /
PlayStation®3/PlayStation®Vita
発売日：4月3日
発売元：角川ゲームス
開発：KADOKAWA GAME STUDIO

©2014 Chara-Ani Corporation. All Rights Reserved. /
©2011 Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved.

© 2013 -2014Kadokawa Games, Ltd.

キカイダー REBOOT

監督：井口昇
原作:：山田悠介『ライヴ』 （角川書店ＢＣ）
出演：山田裕貴、大野いと、森永悠希 他
配給：KADOKAWA

DVD/BD

ＴＶドラマ

BORDER

テルマエ・ロマエⅡ

4月26日公開

5月24日公開

©スズキヒサシ／株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊
／すばる魔法学院

デュラララ!! 3way standoff -alley- V
発売日：6月19日
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売元：角川ゲームス
企画・製作：KADOKAWA
©2014成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊
／池袋ダラーズ ©KADOKAWA CORPORATION 2014

2015年3月期 第2四半期の主な作品
ソードアート・オンラインⅡ
ア ニメ

原作：川原 礫 イラスト：abec
（アスキー・メディアワークスBC／「電撃文庫」）
既刊：ライトノベル14巻、コミックス5巻、
関連コミックス5巻

東京ＥＳＰ

Love Stage!!

著者：瀬川はじめ
（角川書店BC／「角川コミックス・エース」）

著者：蔵王大志、影木栄貴
（角川書店BC／「AsukaコミックスCL-DX」）

既刊：コミックス9巻

Fate kaleid Liner
プリズマ☆イリヤ２wei
原作：ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 著者：ひろやまひろし
（角川書店ＢＣ／「角川コミックス・エース」）
既刊：コミックス11巻、ライトノベル2巻

画

監督：ニール・バーガー
出演：シェイリーン・ウッドリー、
セオ・ジェームズ 他
配給：KADOKAWA
TM & ©2013 Summit Entertainmet, LLC. All Rights Reserved.

7月公開

ゲ ーム

映

ダイバージェント

既刊：コミックス3巻、関連ライトノベル3巻

精霊使いの剣舞
原作：志瑞祐 イラスト：桜はんぺん
（メディアファクトリーBC／「ＭＦ文庫Ｊ」
既刊：ライトノベル13巻、コミックス3巻

ラブライブ! School idol paradise

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ

Vol.1 Printemps unit / Vol.2 BiBi unit /
Vol.3 lily white unit
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 7月24日
発売元：角川ゲームス

プラットフォーム：ニンテンドー３ＤＳ
発売日：7月31日
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店BC
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