株式会社KADOKAWA
2015年3月期 第1四半期決算
2014年7月31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。
FY2013・・・2013/04/01～2014/03/31＝2014年3月期＝前期
FY2014・・・2014/04/01～2015/03/31＝2015年3月期＝今期
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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

FY2013_1Q
実績

FY2014_1Q
実績

売上

35,775

33,658

営業
利益
経常
利益

1,941

当期
純利益

営業利益率：5.4％

2,310
1,031

対前年▲2,116(94.1％)

▲111
営業利益率：▲0.3％
対前年▲2,057 (---％)

125
対前年 ▲2,184 (5.4％)

▲640
対前年 ▲1,616 (---％)
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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

FY2013_1Q
実績

FY2014_1Q
実績

2,310

125

特別利益合計

－

特別損失合計

376

11
234

うち投資有価証券評価損

342

14

うち固定資産除去損

23

9

▲97

少数株主利益

1,933
868
33

当期純利益

1,031

▲640

経常利益

税金等調整前当期純利益
法人税等

518
24
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連結包括利益計算書
単位：百万円
※百万円未満切捨て

少数株主損益調整前
当期純利益

FY2013_1Q
実績

FY2014_1Q
実績

1,065

▲616

その他有価証券評価差額金

1,826

▲2,465

為替換算調整勘定

779

▲243

持分法適用会社に対する持分相当額

56

▲25

その他の包括利益合計

2,662

▲2,739

包括利益

3,727

▲3,355

その他の包括利益:
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売上/営業利益 増減要因
FY2013_1Q
実績

FY2014_1Q
実績

15,755

14,426

構成比44.0％

構成比42.8％

7,729

7,769

構成比21.6％

構成比23.1％

5,791

5,846

構成比16.1％

構成比17.3％

4,627

5,167

構成比12.9％

構成比15.3％

1,870

448

構成比5.2％

構成比1.33％

▲1,421
24.0％

売上合計

35,775

33,658

▲2,116
94.1％

営業利益

1,941

▲111

▲2,053
─％

営業利益率

5.43％

▲0.33％

▲5.76pt

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

増減
▲1,329
91.5％
+39
100.5％
+55
100.9％
+539
111.6％
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2015年3月期 第１四半期 トピックス
主な書籍作品ランキング
第1四半期3ヵ月計（2014年4月－6月）

関連書籍・ベスト10
第３位：「カゲロウデイズ」

第1位：「艦隊これくしょん艦これ」
アニメ企画進行中！

ネットに投稿された楽曲の関連動画再生数が2500万を超える
「カゲロウプロジェクト」の物語をノベル化、コミック化！

（アスキー・メディアワークスＢＣ、エンターブレインＢＣ、
角川書店ＢＣ、カドカワマガジンズＢＣ、富士見書房ＢＣ、
メデアィアファクトリーＢＣ）

著者 ：じん（自然の敵P）
（エンターブレイン／「KCG文庫」
メディアファクトリー／「ジーンコミックス」）
第4位：「魔法科高校の劣等生」
第5位：「万能鑑定士Ｑ（特等添乗員α含）」
第6位：「アナと雪の女王」
第7位：「ノーゲーム・ノーライフ」
第8位：「ラブライブ！」
第9位：「精霊使いの剣舞」
第10位：「東京ＥＳＰ」

第２位：「ソードアート・オンライン」
テレビアニメ第2期 2014年7月～放映！
著者：川原礫
（アスキー・メディアワークス／「電撃文庫」
「電撃コミックス」、「電撃コミックスNEXT」他）

第1四半期3ヵ月計（2014年4月－6月）

ジャンル別・ベスト５

第1位：「角川アニメ絵本 アナと雪の女王」
一般書

ディズニー作品が
角川アニメ絵本として初登場！

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：「艦隊これくしょん 艦これ 艦娘型録」
第4位：「ディズニー アナと雪の女王 ビジュアルガイド」

著者：小西 樹里 監修：ディズニー（角川書店ＢＣ）

第5位：「Ａｒｔ Ｗｏｒｋ ｏｆ ＤＲＡＧＯＮ ＰＯＫＥＲ」

一般文庫

第1位：「お文の影」

第2位：「心霊探偵八雲 ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ

宮部時代小説の人気キャラクター勢揃い！
全６編のあやしの世界！

第3位：「万能鑑定士Ｑの謎解き」

著者：宮部みゆき
（角川書店ＢＣ／「角川文庫」）

第5位：「万能鑑定士Ｑの事件簿 Ｉ」

祈りの柩」

第4位：「万能鑑定士Ｑの事件簿 ＩＸ」

ライトノベル

第1位： 「ソードアート・オンライン（１４）
アリシゼーション・ユナイティング」

第2位：「魔法科高校の劣等生（１３）スティープルチェース編」
第3位：「僕は友達が少ない（１０）」

全世界累計1,100万部突破！！

第4位：「新約 とある魔術の禁書目録（１０）」

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」）

第5位：「ノーゲーム・ノーライフ６ゲーマー夫嫁は世界に挑んだそうです」

コミックス

第1位：「カゲロウデイズ」

第2位：「文豪ストレイドッグス （４）」

アニメ 「メカクシティアクターズ」 2014年4月～放映！

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（５）」

第4位：「艦隊これくしょん

艦これ ４コマコミック 吹雪、がんばります！（２）」

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（３） 」

漫画：佐藤まひろ
原作：じん（自然の敵Ｐ） キャラクター原案：しづ
キャラクター原案：わんにゃんぷー
（メディアファクトリーＢＣ／「ジーンコミックス」）

第1四半期 主な映像、ゲーム作品
ハンガー・ゲーム２
映像 （ DVD/BD
）

のんのんびより

のうりん

（セル・レンタル）

（セル・レンタル）

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：フロンティアワークス
販売元：メディアファクトリーＢＣ

© 2013 あっと・メディアファクトリー／旭丘分校管理組合

© 2014 白鳥士郎・SBクリエイティブ／のうりんプロジェクト

ログ・ホライズン

デート・ア・ライブ2期

妖怪ウォッチ

（セル・レンタル）

（セル・レンタル）

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

発売元：角川書店
販売元：角川書店・京都アニメーション

©橙乃ままれ・KADOKAWA／NHK・NEP

©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会

（セル・レンタル）
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
©2013 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ゲーム

とある魔術と科学の謎解目録（パズデックス）
配信元：iPhone版：App Store、Android版：Playストア
メーカー：アスキー・メディアワークスＢＣ 開発：HEROZ
(c)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX (c)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ
(c)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE (c)鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN
(c)鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUNS (c)KADOKAWA CORPORATION 2014

とある魔術の禁書目録 頂点決戦
配信元：Mobage
メーカー ：アスキーメディアワークスＢＣ 開発 ：HEROZ
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE ©鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S
©2013 HEROZ/ASCII MEDIA WORKS Inc.

（レンタル）
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
©L5/YWP･TX

英雄伝説 碧の軌跡 Evolution

ＮＡｔＲＡＬ ＤＯＣｔＲＩＮＥ

プラットフォーム： PlayStation®Vita
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

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

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

©2013-2014 Kadokawa Games, Ltd.
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今後の主な作品
2015年3月期 第2四半期の主な作品

第151回直木賞受賞
書 籍

大人気ハードボイルド・
シリーズの最高到達点!!

アクアマリンの神殿

ダーリンは外国人
ベルリンにお引越し

著者：海堂尊
（角川書店ＢＣ）

著者：小栗左多里、トニー・ラズロ
（メディアファクトリーＢＣ）

「バチスタ」シリーズの"未来"を
描く、海堂尊の新境地！

破門
著者：黒川博行
（角川書店BC）
ソードアート・オンラインⅡ
Phontom Bullet
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」）
放送局：TOKYO MX、チバテレ、tvk他
既刊：ライトノベル16巻、コミックス7巻、
関連コミックス6巻、関連単行本4巻

となりの関くん６

ニーチェ先生

著者：森繁拓真
（メディアファクトリーＢＣ／コミックフラッパー）

～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた～ ２

魔法科高校の劣等生

目玉焼きの黄身 いつつぶす？

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、tvk他

著者：おおひなたごう
（エンターブレインBC／「ビームコミックス」）
放送局：NHK総合

既刊：ライトノベル13巻、コミックス1巻
関連コミックス3巻

既刊：コミックス3巻

ア ニメ

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」）
放送局：TOKYO MX、BS11、チバテレ他

著者：蔵王大志、影木栄貴
（角川書店BC／「AsukaコミックスCL-DX」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、BS11他

既刊：コミックス11巻、ライトノベル1巻

既刊：コミックス4巻、関連ライトノベル3巻

精霊使いの剣舞

ダイバージェント

著者：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」）
AT-X、TOKYO MX、ＭＢＳ他

監督：ニール・バーガー
出演：シェイリーン・ウッドリー、
テオ・ジェームズ 他
配給：KADOKAWA

既刊：ライトノベル13巻、コミックス3巻

漫画：ハシモト 原作：松駒
（メディアファクトリーＢＣ／コミックジーン）

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」）
放送局：TOKYO MX、サンテレビ、TVQ他
既刊：コミックス11巻、ライトノベル2巻、
関連単行本１巻

7月11日公開

映

ストライクウィッチーズ
Operation Victory Arrow

劇場版 零～ゼロ～

9月6日公開

監督: ジャリル・レスペール
出演：ピエール・ニネ、
ギョーム・ガリエンヌ 他
配給：KADOKAWA

TM & ©2014 Summit Entertainmet, LLC. All Rights Reserved.

9月20日公開

イヴ・サンローラン

© WY productions – SND – Cinéfrance 1888 – Herodiade - Umedia

9月26日公開

鬼灯さん家のアネキ

画

原作: 島田フミカネ&Project Kagonish
監督・アニメキャラデザイン: 高村和宏
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

原案: 「零 ～zero～」（コーエーテクモゲームス）
原作: 大塚英志
「零 ～ゼロ～ 女の子だけがかかる呪い」
「角川書店ＢＣ/(角川ホラー文庫)」
監督・脚本: 安里麻里

原作：五十嵐藍（「鬼灯さん家のアネキ」）
「角川書店BC/
(角川コミックス・エースエクストラ)」
監督・編集:今泉力哉 出演：谷桃子 他
配給：KADOKAWA・SPOTTED PRODUCTIONS

© 第501統合戦闘航空団 活動写真

©2014『零～ゼロ～』製作委員会

© 2014『鬼灯さん家のアネキ』製作委員会

DVD/BD
ゲ ーム

SHERLOCK/シャーロック シーズン3

そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠

ＢＯＲＤＥＲ

DVD BOX, Blu-ray BOX

DVD, Blu-ray

DVD BOX、Blu-ray BOX

発売元：KADOKAWA・BBCワールドワイド
販売元：角川書店BC
発売日：7月4日

発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
発売日：8月29日

発売元：テレビ朝日
販売元：角川書店BC
発売日：9月26日

Robert Viglasky © Hartswood Films 2013

Ⓒ2014 水無月すう/ＫＡＤＯＫＡＷＡ 角川書店刊/空美町パートナーズ

Ⓒ金城一紀／テレビ朝日

デモンゲイズ Global Edition

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ

ラブライブ! School idol paradise

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売・制作：角川ゲームス
制作・著作：角川ゲームス／エクスペリエンス
開発：エクスペリエンス
発売日：7月3日

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

プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 8月28日
発売元：角川ゲームス

Vol.1 Printemps / Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white

© 2013 ひろやまひろし・TYPE-MOON・角川書店／
「プリズマ☆イリヤ」製作委員会 ©角川書店

© 2014 KADOKAWA GAMES/Experience Inc.

9月 公開

© 2013 プロジェクトラブライブ！©KADOKAWA CORPORATION 2013

第３四半期の主な作品
書 籍

新世紀エヴァンゲリオン（１４）

ログ・ホライズン 第2シリーズ

Fate/stay night

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

著者:橙乃ままれ イラスト：ハラカズヒロ
（エンターブレイン）

原作：ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 著者：西脇だっと
（角川書店BC／「角川コミックス・エース」）

既刊：小説7巻、コミックス1巻
関連コミックス7巻、関連単行本4巻

既刊：コミックス20巻、関連書籍他

既刊：コミックス13巻、関連コミックス28巻、
単行本他

ア ニメ

棺姫のチャイカ 第2期

甘城ブリリアントパーク

著者：榊一郎
イラスト：なまにくATK（ニトロプラス)
（富士見書房BC「ファンタジア文庫」）

著者：賀東招二 イラスト：なかじまゆか
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」

既刊：ライトノベル9巻、コミックス4巻、
関連コミックス2巻

既刊：ライトノベル４巻、コミックス1巻

トリニティセブン 7人の魔書使い
著者：サイトウケンジ 作画：奈央晃徳
（富士見書房BC／
「ドラゴンコミックスエイジ」）
既刊：コミックス8巻

デンキ街の本屋さん

オレん家のフロ事情

著者：川口士、キャラクター原案：よし☆ヲ
イラスト：片桐雛太
（メディアファクトリーBC／「ＭＦ文庫Ｊ」）

著者：水あさと
（メディアファクトリーBC／
「MFコミックス フラッパーシリーズ」）

著者：いときち
（メディアファクトリーＢＣ／
「MFコミックス ジーンシリーズ」）

既刊：ライトノベル9巻、コミックス5巻

既刊：コミックス7巻

魔弾の王と戦姫

画

監督・脚本: ギャレス・エヴァンス
出演：イコ・ウワイス、松田龍平、
遠藤憲一、北村一輝 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

11月22日公開

フューリー
監督:デヴィッド・エアー
出演：ブラッド・ピット、
シャイア・ラブーフ他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

11月公開

ゲ ーム

映

ザ・レイド GOKUDO

既刊：コミックス4巻

Fate/hollow ataraxia
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 11月27日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：KADOKAWA 角川書店BC

©2013 PT Merantau Films
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