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Q. 角川ゲームスの事業スタンスについて
教えてください。

A. オリジナルゲームから角川グループ IPを

活かしたゲームの制作まで、ゲームというコ

ンテンツ領域の特性を活かした幅広い I Pの

育成を目標にしています。

　そのためには、コアゲーマーにしっかりと

認知され、ゲームユーザーの信頼を築くこ

とが第一歩だと考えています。ゲーム会社

としての基盤を固めたうえで、角川グループ

のゲーム会社らしいユニークな展開を目指

したいと思います。

　一方、ゲーム市場に目を向けますと、家庭

用ゲーム機からPC、スマホあるいはタブレッ

第59期第１四半期報告書 2012年 4月1日〜 2012年 6月30日

2013 年 3 月期第１四半期は売上高 400 億円（ 前期比 13.8％増 ）、営業利益 23 億円（ 前期比 18.2％減 ）と

なりました。前期に引き続き好調な書籍関連事業が売上、利益を牽引、映像関連でも公開映画のヒットや、

前期新たに連結加入となったメディアファクトリーのアニメ作品が好調に推移し、増収となりました。

製作の現場から

角川ゲームス 初のオリジナルゲーム
『ロリポップチェーンソー』を全世界60ヵ国以上で発売！ 

http://www.kadokawa-hd.co.jp/

2012 秋号 VOL.

トといったプラットフォームの拡散化やグ

ローバル化が進んでいます。したがって、

これからは、ひとつひとつのプラットフォーム

に向けて制作するのではなく、全てのプラッ

トフォームに対して低コストで良質な商品を

投入できる角川ゲームス独自の開発環境を

構築すること、海外パブリッシャーとの良好

な関係を活かして全世界に向けて商品を発

売することが重要であると考えています。

Q. 海外パブリッシャーとの共同開発に至
るまでにはどのような経緯がありましたか。

A. ワーナー・ブラザースさんと一緒に、

メイドインジャパンのゲームを全世界に向

神山高校「 古典部 」を舞台とした青春ミステリー
「 古典部 」シリーズ。4 月より放送開始されたＴＶ

アニメのタイトル『 氷菓 』は同シリーズ第一弾の
書名で、米澤穂信先生のデビュー作です。シリーズ
累計（ 5 巻）150 万部突破！

第 1 四半期
（ 4 月から6 月）の

主なヒット作品

▼ 単行本
1位 20 歳若く見えるために私が

実践している100 の習慣
2 位 上昇思考
3 位 太一×ケンタロウ 男子ごはんの本 その4

▼文庫
1位 ビブリア古書堂の事件手帖③
2 位 天地明察（上）
3 位 天地明察（下）

▼ライトノベル
1位 僕は友達が少ない⑧
2 位 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ⑩
3 位 デュラララ！！⑪

▼コミック
1位 乙嫁語り④ 
2 位 Another０巻 オリジナルアニメDVD同梱版
3 位 テルマエ・ロマエⅠ

▼シリーズ
1位 『古典部』シリーズ 
2 位 『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズ 
3 位 『テルマエ・ロマエ』シリーズ

▼パッケージ（映像・ゲーム）
1位 LOLLIPOP CHAINSAW 
2 位 アクエリオンEVOL 
3 位 タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密

けて発信しようという目標を掲げて取り組ん

だのが『ロリポップチェーンソー』です。この

ゲームは、アメリカ西海岸の高校が舞台で、

ヒロインがゾンビハンターでチアリーダー

の女の子という設定だからこそ、ワーナー

さんも乗ってくれましたし、我々もこのタイト

ルは、海外パブリッシャーとの共同開発は

必然であったと感じています。

Q. 角川グループ内でのコラボ企画はどの
ような発想から生まれたのでしょうか。

A. 舞台がアメリカ、主人公が金髪の女子高生

という設定のゲームではありますが、アクショ

ンゲームとしての品質を磨くことで日本のコア

ゲーマーにも評価され、沢山のユーザーに遊ん

でいただくことを目標にしてきました。日本の

コアゲーマーは、キャラクターやストーリーよ

りもゲームの品質に対する要求水準が高い

ため、ユーザーニーズに応えることを最重要課

題と捉え、悪戦苦闘を繰り返しながら、良質な

アクションゲーム作りに取り組んできました。

そのうえで、角川グループの豊富なキャラク

ターを活かした魅力的な商品を送り出そうとい

うことで、最大で25着ものコスチューム替えが

できるというサービス企画を打ち出しました。

これはこのプロジェクトを立ち上げたときか

ら決めていましたが、結果的にも高い評価を

いただけてうれしく思っています。

Q. 今後、新たな事業展開も進めていくと
のことですが。

A. 現在、海外の電子書籍市場に目を向けま

すと、文章だけでなく、映像や音楽、さらにゲー

ム的な要素が組み込まれたダイナミックコン

テンツ制作の新しい胎動が始まっています。

角川ゲームスでは、開発環境の基盤整備を

終え、これからはゲーム機からブラウザ、さらに

は電子書籍のプラットフォームまでを対象とす

るダイナミックコンテンツの事業展開に取り組

んでいきます。もちろん、オリジナルゲームだ

けでなく、沢山の読者や映画ファンに愛され

てきた角川グループIPとのシナジーにも引き

続き挑戦していきますので、ご期待ください。

角川グループのゲーム事業強化のため、2009年4月設立した角川ゲームスは、グループ各社の
家庭用ゲームソフトのパブリッシング事業を担いつつ、グループ外のデベロッパーとともに、
オリジナルゲームのプロデュースを行なってきました。角川ゲームスの事業スタンスや、6月
全世界で発売された『ロリポップチェーンソー』開発秘話について同社の安田社長に聞きました。

イラスト / 貞本義行
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（ 株 ）角川ゲームス 代表取締役社長　
安田 善巳
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©2007 Hideki Yamada/
PUBLISHED BY ENTERBRAIN, 
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第 1 四半期　 2011 年度通期実績 2012 年度通期予想
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10名様

第 59 期 第1四半期
2012年 6月30日

第 58 期  
2012年 3月 31日

資産の部
流動資産 
固定資産 

78,497
49,317

79,235
49,515

資産合計 127,814 128,751

負債の部
流動負債 
固定負債 

34,927
15,220

36,129
15,570

負債合計 50,148 51,700

純資産の部
株主資本 
その他 

80,719
△ 3,052

80,468
△ 3,417

純資産合計 77,666 77,050

負債及び純資産合計 127,814 128,751

単位：百万円

単位：百万円

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

第 59 期 第 1四半期
2012年 4月1日〜 2012年 6月30日

第58 期 第1四半期
2011年 4月1日〜 2011年 6月30日

売上高 
売上原価 

40,022
29,106

35,171
24,897

売上総利益 
販売費及び一般管理費 

10,916
8,531

10,274
7,357

営業利益 
営業外収益 
営業外費用 

2,384
365

34

2,916
255

58

経常利益 
特別利益 
特別損失 

2,715
116
785

3,112
—

136

税金等調整前四半期純利益 2,046 2,975

四半期純利益 1,198 2,518

事業年度 4 月1日から翌年 3 月31日まで

定時株主総会 6 月中

定時株主総会の基準日 3 月31日

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱 UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081 
東京都江東区東砂7丁目10番11号 
TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）

上場証券取引所 東京証券取引所

公告の方法

電子公告 
 公告掲載URL 
http://www.kadokawa-hd.co.jp/

（ ただし、電子公告によることができない事故、その他の
やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告
いたします。）

（ご注意 ）

1.   株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きに

つきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（ 証券会社等 ）で承ることとなっ

ております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管

理人（ 三菱 UFJ 信託銀行 ）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2.   特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口

座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（ 三菱UFJ信託銀行 ）に

お問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り次ぎいたします。

3.   未受領の配当金につきましては、三菱 UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

会社役員 株主メモ

取締役会長 角　川　　歴　彦

代表取締役社長 佐　藤　　辰　男　

専務取締役 井　上　　伸一郎　

常務取締役
谷　口　　常　雄

松　原　　眞　樹

取締役

関　谷　　幸　一

髙　野　　　潔

浜　村　　弘　一

山　口　　　貴

髙　山　　康　明

塚　本　　　進

社外取締役

久夛良木　　健

船　津　　康　次

森　泉　　知　行

川　上　　量　生

常勤監査役
水　島　　　真

若　林　　　陽

社外監査役
池　田　　　靖

渡　邊　　　顯

今回のプレゼントは、細田守監督の劇場版アニメ

『時をかける少女 』DVDもしくはBlu-ray を抽選で

10名様にお送りします。アクティブで前向きな主人公・

紺野真琴が初夏の町を文字通り駆け抜けていく爽快

な青春アニメ映画です。

ご希望の方は、角川

通信のご感想や経営に

関するご質問とともに、

お名前、ご住所、お電話

番号、希望商品（DVDも

しくは Blu-ray）をご記入

のうえ、ご応募ください。

●あて先
〒 102-8177 東京都千代田区富士見 2-13-3
株式会社角川グループホールディングス
IR・広報室「 プレゼント 」係

●応募締切り　2012 年 10 月 29 日（消印有効）

発表は発送をもって代えさせていただきます。なお、取得した個人情
報は当選者の方に商品を発送するためだけに使用し、他の目的では
使用いたしません。

角川グループホールディングスのホームページは IR・財務情報
に加え、皆さまに角川グループの事業内容をより深くご理解いただ
けるよう、グループ各社の最新情報や話題、事業展開などを満載
しています。ぜひご覧くださいますようお願い申し上げます。

http://www.kadokawa-hd.co.jp/

プレゼントのお 知らせ

KADOKAWA GROUP HOLDINGS, INC.
株式会社 角川グループホールディングス
〒102-8177 東京都千代田区富士見 2-13-3　
電話 03-3238-8411

連結財務諸表（ 要旨 ）決算のご報告（ 第 1四半期 ）

営業利益売上高 四半期純利益

営業利益について
・前期は書籍関連において大型作品の重版が大きく計画値を上回り、非常に高い収益

を確保しました。当期は前期の水準には至りませんでしたが、メディアファクトリー
の貢献や、積極的なメディアミックス展開が安定した利益を生んでいます。

・雑誌・広告関連においては、積極的な構造改革による固定費の削減や返品率の改善
を進め、収益力回復を図っています。

・映像関連のシネコン事業における興行収入は前期並みでしたが、固定費の削減など
に努め、収益性は回復の方向にあります。また、公開映画作品では『 貞子３Ｄ』がヒッ
トし、収益に貢献しました。

四半期純利益について
・投資有価証券評価損などの影響により、特別損失が 785 百万円となりました。また、

法人税等が 836 百万円となり、四半期純利益が 1,198 百万円（ 前期比 52.4％減 ）と
なりました。



書籍関連 海外関連ネット・デジタル関連映像関連雑誌 / 広告関連
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新しいウォーカー
『でか地図ウォーカー』発売

　 角川マガジンズから6 月15日に
新しいウォーカー『 でか地図ウォー
カー』が発売になりました。これまで
のエリアウォーカーは地元の方向け
の情報が中心でしたが、『 でか地図
ウォーカー 』は“観光 ”目線で編集さ
れています。都市の持つ魅力を“外
に向けて発信 ”していくという点が、
これまでと大きく異なります。そし
て、最大の特徴は、その名の通り
“でか文字”と“でか地図”です。紙面
は地図を中心に構成され、地図上の
文字は 16Q。 さらに取り外しでき
る A2サイズの大判地図の付録付き
です。第一弾は東京、大阪、名古屋、
阿蘇くじゅ うの4 誌、7 月13日には

横 浜 と 福 岡 の
2誌が発売され
ました。

　髙山画伯は、1912年（ 明治 45 年 ）
に大分県で生まれ、東京美術学校

（ 現東京芸術大学 ）在学中から松岡
映丘に師事。独自の幻想的な世界観
を持つ髙山作品のファンは多く、画壇
でも極めて高い評価を得て数々の賞

テンキャラグランプリに
『 地獄ようちえん 』決定！

グループ4社同時コミック化も
決定！

　昨年 8 月よりニコニコ生放送の番
組を中心に展開してきた、10 年続く
キャラクターを育てる「 テンキャラ
グランプリ 」のグランプリ作品が、
アニメコンテンツエキスポの角川
ブー ス内ステー ジの公開生放送に
て発表されました。
　１s tステージを通過した原案『 地
獄ようちえん 』『 太鼓マスターバッ
チちゃ ん 』『 サンタに神は八百万 』

『月面よんひゃくじ』の４作品のなか
から栄冠を勝ち取ったのは、『 地獄
ようちえん 』。魔界の子どもたちを
育てる幼稚園に、なぜかバイトとし
て紛れ込んでしまった人間が主人

公のエキセントリッ クコメ
ディです。 今後、角川書店、
アスキー・メディアワークス、
エ ン タ ー ブレイン、富士見
書房による4社同時コミック
化も決定しています。 ニコ
ニコ静画で投稿された魅力
的な園児キャラにご注目く
ださい！

紺野真琴（声の出演：仲里依紗

さん）は、原作ヒロイン芳山和子

の姪にあたるという設定です。

同映画も国内外から高い評価を

得て、まさに時をかけるヒット

作品となりました。

細田監督は2009年8月『サマー

ウォーズ』を公開し、第33回日本

アカデミー賞最優秀アニメー

ション作品賞を受賞。そして本年

7月、『おおかみこどもの雨と雪』

が公開されました。

人間とおおかみの両方の顔を

持つ「おおかみこども」として生

をうけた雨と雪の13年間の成長

を描いた物語。細田守監

督 が 手 掛 け た 初 の 原 作

小説は、角川文庫と角川

つばさ文庫、角川スニー

カー文庫から発売され、

関連書籍も大きく展開さ

れています。

筒井康隆先生のベストセラー

を原作に、1983年7月に『時を

かける少女』が公開されました。

『探偵物語』との二本立てで配

給収入は角川映画始まって以来

の28億円を記録します。

角川文庫『時をかける少女』

は TV ドラマ、実写映 画、アニ

メーションなど数多く映像化さ

れている作品です。映画第一作

目となる本作品は、原田知世さ

ん（芳山和子役）の映画初主演

作でもあり、第７回日本アカデ

ミー賞新人俳優賞などを受賞。

原田さんはその後『天国にい

ちばん近い島』『早春物語』などに主演し、薬師丸

ひろ子さん、渡辺典子さんとともに角川映画の一時

代を担いました。

また、『時をかける少女』は大林宣彦監督の出身地

である尾道を舞台に撮影した「尾道三部作」のひとつ

としても知られています。

時を経て 2006 年 7 月、アニメ映画『時をかける

少女』が公開されました。監督は細田守さん。原作の

出来事から約 20 年後が物語の舞台となり、主人公

『 20 歳若く見えるために私が
実践している100の習慣』発売！

　3 月 24 日 に 発 売 さ れ た 本 書 は、
著者の南雲吉則先生の各種メディ
アへの出演もあり、驚異的な売れ行
きで 発 売 1ヵ月に20 万 部 を突 破し
ました。書店店頭では、他社本も含
めた「南雲先生」コーナーが作られ、
ランキングにも続々入りました。本
書の内容は「 ゴボウ茶 」「 一日一食 」

「 水シャワー 」など、誰でもできる、
既存の常識とは違う著者オリジナ
ルの若返り術が100 種類掲載されて
います。
　読者の約6割が女性の方で、「目か
らウロコが落ちた 」「 早速、実践し

たいと思います」
など、多数の反
響をいただいて
います。

『マジック･ツリーハウス』
32巻と探険ガイドを同時発売！
併せて10 周年記念
キャンペーンも実施

　『マジック・ツリーハウス』は、日本
でシリーズスタートして今年で10年。
1月公開の映画も成功し、ますます
好調に推移、シリーズ累計部数はな
んと440 万部を超えました。
　この半年間だけで 70 万部以上の
販売となり、6 月 15 日には第 32 巻

『アルプスの救助犬バリー 』と、『探
険ガイド すばらしき犬たち 』を同時
発売。既刊32タイトルと併せて10周
年記念キャンペー ンを実施してい
ます。

有川浩原作ベストセラー
シリーズ『 図書館戦争 』
アニメーション映画化

　『県庁おもてなし課』『フリーター、
家を買う。』などで注目を集める有
川浩先生の『 図書館戦争 』シリーズ
第 4 巻『 図書館革命 』が初の劇場ア
ニメーションとなりました。プロダ
クションＩ.Ｇによる緊迫感溢れる戦
闘シーンなど見所満載です。前売券
の発売開始後全国各地からお問い合
わせも多くいただき、急遽上映館数
を増やしての公開となりました。

髙山辰雄生誕 100 年記念特別
展が開催されました

　本年6月は、東山魁夷、杉山寧とと
もに「 日本画三山 」とよばれた髙山
辰雄画伯（1912-2007）の生誕100年
にあたります。そこで100周年を記
念し、その到達点というべき代表作品
を中心に、角川本社ビルにて特別展
を開催し連日多くの方にお越しいた
だくことができました。

を受賞しています。終生、新しい日本
画の創造を目指して精力的に活動を
続け、自然界と人間存在の豊饒と
不条理を、硬質のロマンチシズムを
湛えた筆致で描き、新しい芸術性の
高みを求め続けた生涯でした。

『 生徒会の一存 』シリーズ
最新刊『 生徒会の土産 』
7 月20日世界同時発売！

　7 月 20 日発売の最新刊『 生徒会
の土産 』は、「 ついに世界制 覇！」と
称して、台湾國際角川書店、広州天
聞角川動漫、角川書店ライツ部の
協力のもと、日本・台湾・香港・中国・
韓国での同時発売を行ないました。
発売日には朝7時からの早朝販売や
店内ジャックなどのイベントが行な
われ、各国ともに大い
に 盛 り上がりました。
同時に、10月よりニコ
ニコ生放送で放送開
始しているアニメ第2
期の詳細発表や、映
像の初出しなども同
タ イ ミン グ で 行 な
われ、大きな話題と
なっています。

パートナーシップによる事業領域拡大への挑戦

社長メッセージ

TO PICS
『 時をかける少女 』

― 不思議な体験と切ない恋が交差する青春 SFストーリー  ―

名作探訪（第5 回）

デジタルコンテンツ・
プラットフォーマーへ

・オンラインで座席指定ができる映画の前売券
・現状の取扱商品は「 オンライン 」と「 カード 」の 2 種類

映画の前売券を電子化
ムビチケ HP で購入

カード型映画前売券
劇場窓口で購入

角川グループの 作 品だけでなく、小 学 館、スク

ウェア・エニックス、ＰＨＰ研究所などグループ外の出

版社も参画開始。出版社の視点から、出版業界全体

に貢献できる電子書籍プラットフォームを目指します。

業界に先駆けて世界標準

規格であるＥＰＵＢ3.0※へ

の対応を発表しました。

※ EPUBとは、国際電子出版フォーラム（IDPF）が策定している国際的な電子書籍のフォーマット
であり、今後日本でも普及すると考えられるフォーマットです。

利用料金：月額 420円
※最新作品など一部作品に限り個別課金となります。
※別途、パケット通 信 料と s pモード®契約（ 月額315円）が

必 要となります。

電子書籍事業の展開  ＿ BOOK☆ WALKER1

角川グループも積極的にコンテンツを提供

日本の主要アニメコンテンツホルダ 約

50 社が参加し、約500 作品、約 8,000 話を

提供。アニメ業界全体のプラットフォームを

目指しています。

Microsoftとの協業   ＿ムビ チ ケ3

ムビチケとは？

NT Tドコモ 角川書店

アニメ動画配信事業の協業

合弁会社：株式会社ドコモ・アニメストア

両 社 の 優 位 性 を 最 大 限 に 活 か し、ア ニ メ
動画配信事業を立ち上げ

ムビチケオンライン

２０１１年９月よりサービス開始

ムビチケカード

２０１２年 2 月よりサービス開始

『 おおかみこどもの雨と雪 』
角川文庫

日本 マイクロソフトと提 携し、同社のクラウド サービス基 盤
W indow s  A zur e  Plat form にWebサイト「 ムビチケ」を構築

分野別売上高（ 第1四半期 ）

角川グループはさらなる成長を続けていく

ため、構造改革や新たな I Pの創出に取り組ん

できました。2011年1月には出版と映像で最高

のパフォーマンスを発揮させるため角川書店と

角川映画を合併させましたが、当第１四半期は、

その成果が出始めて映像事業が伸長し、出版と

映像のメディアミックスによる新企画が着実

に生み出されています。また 2009 年に設立し

た 角川ゲ ー ムスが 初のオリジナルタイトル

『 ロリポップチェーンソー 』を全世界に向けて

発売し、まずは順調なスタートをきることができ

ました。出版にとどまらず事業領域は確実に

充実・拡大しつつあり、総合メディア企業として

より一層の高みを目指していきます。

しかし、今後ユーザーの大半がデジタルネイ

ティブとなり、より変化の激しい時代におい

ては、さらに先を見据えた視点が必要です。

それは出版をコア事業とした世界で類を見な

いプラットフォーマーへの脱皮であり、角川

グループはこの大きな挑戦をパートナーシップ

で実現していこうと考えています。

まず、ソーシャルメディアについては、GREE、

DeNAの「Mobage」、ドワンゴの「ニコニコ動画」

と協業し、様々なサービスを展開しています。

また、「 BOOK☆WALKER 」は角川グループ独自

の電子書籍プラットフォームとして着実に成長

していますが、今後はグループ外の出版社から

も積極的に商品提供をいただき、出版業界全

体のプラットフォームへと成長させていきます。

アニメ映像配信については、NTTドコモと角川

書店が（ 株 ）ドコモ・アニメストアを設立しま

した。7月からサービスを開始しており、まずは

ユーザー数100万人を目指しています。角川グ

ループからもアニメ作品を供給していますが、

サービス開始時点で日本の主要アニメコンテ

ンツホルダ 約 50 社が参加しており、当初より

アニメ業界全体のプラットフォームを標榜し

ている点にご注目いただきたいと思います。

また、マイクロソフトとは同社のクラウドサー

ビスを基盤に、オンラインで映画館の座席予約

ができる前売券サービス「 ムビチケ 」を展開し

ています。「 ムビチケオンライン」と「 ムビチケ

カード」の2種類のサービスがあり、多くの配給

会社でご採用いただきました。すでに日本の半

分以上のシネコンや映画館で同チケットがご利

用いただけますが、2014年までには全国どこで

も使えるようインフラの整備を進めています。

「ムビチケ」が目指しているのもオンライン・前売

チケットサービスの業界標準であり、映画業界

全体のプラットフォームとなっていくでしょう。

こうしたパートナーシップで角川グループは

新たな挑戦を続け、さらなる企業価値の向上に

努めています。株主の皆さまにおかれましては、

どうか変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

スマートデバイス向けストアへの展開 （ 2012 年 9 月末現在 ）

紀伊國屋書店 Book Web Plus
ソニー Reader Store
イーブックイニシアティブジャパン eBook Japan
2Dfacto honto
Yahoo! Japan Yahoo!ブックストア
NT Tドコモ BOOK ストア
KDDI LISMO Book Store
楽天 kobo
BookLive BookLive!
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32 巻『 アルプスの救助犬バリー 』　

〈〈 少女 〉〉（ 1979 年 ）

書籍関連
『 ビブリア古書堂の事件手帖 』、『 天地明察 』などの話題作を擁する一般文庫が引き続き

好調を維持しています。またメディアミックス展開を積極的に行なっているライトノベルや
コミックスも堅調に推移しています。

雑誌・広告関連
市場環境は依然厳しい状況にありますが、ソーシャルゲームを扱った増刊の刊行やカスタ
ムマガジンの積極的展開で新規案件を受託でき、増収となりました。

映像関連
5月の公開映画『 貞子３Ｄ 』のヒット、劇場版アニメ作品の着実な興行、さらにメディア
ファクトリーのアニメ作品、映像版権、音楽 CDなどが売上増加に寄与しました。

ネット・デジタル
関連

電子書籍配信プラットフォーム「 BOOK☆ WALKER 」では、積極的なコンテンツ投入と新規
ジャンルの販売を行ない、ユーザー数と販売数を伸ばしています。また、オリジナルIP創出を目指
し開発を進めていたゲームソフトの『ロリポップチェーンソー』を全世界に向けて発売しました。

海外関連
香港における劇場興行、配給事業、ビデオパッケージ事業、ゲーム事業がそれぞれ好調に
推移しています。また台湾の出版事業も引き続き堅調に推移しています。

アニメ映像配信事業の展開  ＿ドコモ dマーケット アニメストア2

『 時をかける少女 』Blu-ray
発売元：角川書店   価格：2,940円（ 税込 ）

映画ファン

映画興行会社 映画配給会社

代表取締役社長

佐藤 辰男
Tatsuo Sato


