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株式会社KADOKAWA
2014年3月期 第3四半期決算説明会

2014年1月31日

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＝今期

※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

FY2012
3Q累_実績

FY2013
3Q累_実績

対前年

売上 121,170 111,819 ▲9,350
(92.3％)

営業
利益

5,517
営業利益率：4.6％

4,561
営業利益率：4.1％

▲955
(82.7％)

経常
利益

6,155 5,508 ▲647
(89.5％)

当期
純利益 3,001 7,364 +4,365

(245.4％)
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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

3Q累_実績
FY2013

3Q累_実績

経常利益 6,155 5,508
特別利益合計 116 3,764
特別損失合計 1,241 806

うち減損損失 124 23

うち投資有価証券評価損 976 380

税金等調整前当期純利益 5,030 8,465

法人税等 1,957 501
少数株主利益 72 599

当期純利益 3,001 7,364
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連結包括利益計算書

※単位：百万円
FY2012

3Q累_実績
FY2013

3Q累_実績

少数株主損益調整前
四半期純利益

3,073 7,964

その他包括利益:
その他有価証券評価差額 1,000 5,268

為替換算調整勘定 17 1,429
持分法適用会社に対する持分相当額 1 89

その他の包括利益合計 1,018 6,787

包括利益 4,092 14,751
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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

FY2012
3Q累_実績

FY2013
3Q累_実績 増減

売
上
明
細

書籍関連
52,023 47,931 ▲4,091

92.1%
構成比 42.9％ 構成比 42.8％

雑誌/広告関連
24,430 24,497 ＋66

100.2%
構成比 20.2％ 構成比 21.9％

映像関連
27,275 20,397 ▲6,877

74.7%
構成比 22.5％ 構成比 18.2％

ネット･デジタル関連
12,202 14,438 ＋2,236

118.3%
構成比 10.1％ 構成比 12.9％

海外関連
5,238 4,553 ▲684

86.9%
構成比 4.3％ 構成比 4.0％

売上合計 121,170 111,819 ▲9,350
92.2％

営業利益 5,517 4,561 ▲955
82.7％

営業利益率 4.6％ 4.1％ ▲0.47％
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主な映像・ゲーム作品

主な書籍作品ランキング
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映画 図書館戦争
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

県庁おもてなし課
発売元：角川書店BC
販売元：株式会社東宝

ワールド・ウォーＺ
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

ロードス島戦記
デジタルリマスター Blu-ray BOX
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

３ＤＳハイスクールＤ×Ｄ
プラットフォーム：Nintendo3DS
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店BC

第3四半期累計（2013年4月－12月）ジャンル別ベスト５

第2位：「大泉エッセイ ～僕が綴った１６年」
第3位：「モンスターハンター４ ザ・マスターガイド」
第4位：「日本人の知らない日本語 ４ 海外編」
第5位：「トヨタの片づけ」

第1位：「インフェルノ」

第1位：「テルマエ・ロマエＶＩ」

第3四半期3ヵ月計（2013年10月－12月） ジャンル別ベスト５

第2位：「モンスターハンター４ ザ・マスターガイド」
第3位：「あたしンち １９」
第4位：「世界一かんたん定番年賀状 ２０１４」
第5位：「艦これ白書 －艦隊これくしょん オフィシャルブック－」

第1位：「ジェノサイド」

第1位：「ソードアート・オンライン プログレッシブ２」 第1位：「カゲロウデイズＩＩＩ －ｔｈｅ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｒｅａｓｏｎ－」

第3四半期累計（2013年4月－12月） シリーズ別・ベスト10第3四半期3ヵ月計（2013年10月－12月） シリーズ別・ベスト10

第4位：「カゲロウデイズ」シリーズ

第5位：「ソードアート・オンライン」シリーズ

第6位：「ＳＰＥＣ」シリーズ

第7位：「あたしンち」シリーズ

第8位：「ログ・ホライズン」シリーズ

第9位：「はたらく魔王さま！」シリーズ

第10位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ

第4位：「坂本ですが？」シリーズ

第5位：「とある魔術の禁書目録（超電磁砲含む）」シリーズ

第6位：「となりの関くん」

第7位：「はたらく魔王さま！」シリーズ

第8位：「魔法科高校の劣等生」シリーズ

第9位：「図書館戦争」シリーズ

第10位：「テルマエ・ロマエ」シリーズ

第1位：「カゲロウデイズ」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：「艦隊これくしょん」関連書籍

主な書籍作品ランキング

第1位：「艦隊これくしょん」関連書籍
第2位：「坂本ですが？」シリーズ
第3位：「となりの関くん」シリーズ

第1位：「坂本ですが？ ２」

第1位：「県庁おもてなし課」

2.6億円
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第2位：「マリアビートル」
第3位：「図書館戦争図書館戦争シリーズ（１）」
第4位：「あんじゅう 三島屋変調百物語事続」
第5位：「キリン」

第2位：「雀蜂」
第3位：「歪捜査一課・澤村慶司」
第4位：「万能鑑定士Ｑの探偵譚」
第5位：「劇場版ＳＰＥＣ～結～漸ノ篇」

第2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3位：「ソードアート・オンライン プログレッシブ2」
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：「カゲロウデイズＩＶ －ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｈｉｌｄｒｅｎ－」

第2位：「魔法科高校の劣等生（１２）ダブルセブン編」
第3位：「バカとテストと召喚獣１２」
第4位：「アクセル・ワールド１５終わりと始まり」
第5位：「キノの旅ＸＶＩＩｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」

第2位：「坂本ですが？ 2」
第3位：「坂本ですが？ 1」
第4位：「となりの関くん 4」
第5位：「とある科学の超電磁砲（9）とある魔術の禁書目録外伝」

第2位：「となりの関くん ５」
第3位：「坂本ですが？ １」
第4位：「日常 （９）」
第5位：「らき☆すた （１０）」

メタルマックス４ 月光のディーヴァ
プラットフォーム：Nintendo3DS
発売元：角川ゲームス
企画・制作：

エンターブレインBC／クレアテック

© 水野良・グループSNE・角川書店・丸紅・TBS

© "Library Wars" Movie Project

フルメタル・パニック！
Blu-ray BOX All Stories
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

©2013 PALAMOUNT PICTURES.All Rights Reserved. ©2013映画「県庁おもてなし課」製作委員会

きんいろモザイク
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

© 原悠衣・芳文社／きんいろモザイク製作委員会

©賀東招二・四季童子／ミスリル©賀東招二・四季童子／陣代高校生徒会
©賀東招二・四季童子／Full Metal Panic! Film Partners

©2013 KADOKAWA / CREA-TECH

©2013 石踏一榮・みやま零/富士見書房
/ハイスクールＤ×Ｄ ＮＥＷ製作委員会 ©角川書店

第1位：「インフェルノ」

劇場版STEINS;GATE
負荷領域のデジャブ
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
© 2013 5pb.／Nitroplus STEINS;GATE MOVIE PROJECT

第3四半期3ヵ月計（2013年10月－12月）



今後の主な作品

2015年3月期 第１四半期の主な作品

2014年3月期
第4四半期の主な作品
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ビブリア古書堂の事件手帖 ５
（アスキー・メディアワークスＢＣ
／「メディアワークス文庫」）
著者：三上延 イラスト：越鳥はぐ

シリーズ累計550万部突破！

既刊：コミックス5巻

ア
ニ
メ

魔法戦争
著者：スズキヒサシ イラスト：瑠奈璃亜
（メディアファクトリーＢＣ／「ＭＦ文庫Ｊ」）
放送：TBS、MBS、CBC 他

既刊：コミックス7巻

エビコレ＋アマガミ
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 2014年 1月30日
発売元：角川ゲームス
制作・著作：エンターブレインＢＣ

©2009,2011,2014 KADOKAWA CORPORATION

赤×ピンク
監督・坂本浩一
原作: 桜庭一樹 「赤×ピンク」

（角川書店ＢＣ／「角川文庫」）
出演：芳賀優里亜、多田あさみ、 水崎綾女
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
©「赤×ピンク」製作委員会

2月22日公開

魔法科高校の劣等生
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」）

ディーふらぐ！
著者：春野友矢
（メディアファクトリーＢＣ／
「MFコミックス アライブシリーズ」）
放送：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知 他

ド
ラ
マ

初音ミク
HATSUNE Appearance 夏祭初音鑑
発売日：1月31日
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC
©ANGEL Project ©Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

スノーピアサー
監督: ポン･ジュノ
出演：クリス・エヴァンス 他
配給：ビターズ・エンド＝ＫＡＤＯＫＡＷＡ

© 2013 SNOWPIERCER LTD.CO. ALL RIGHTS RESERVED

2月7日公開

映

画

バイロケーション
監督・脚本: 安里麻里
原作：法条遥 「バイロケーション」
（角川書店ＢＣ／「角川ホラー文庫」）
出演：水川あさみ、千賀健永、高田翔 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

バイロケーション表 1月18日公開
バイロケーション裏 2月 1日公開

©2014「バイロケーション」製作委員会

NAtURAL DOCtRINE
プラットフォーム： PlayStation®4 / 
PlayStation®3/PlayStation®Vita 
発売日： 2014年3月19日 発売予定
発売元：角川ゲームス
開発：KADOKAWA GAME STUDIO

© 2013 Kadokawa Games, Ltd.

ゴールデンタイム Vivid Memories
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 3月27日 発売予定
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ＢＣ

ロウきゅーぶ！ないしょのシャッターチャンス
プラットフォーム： PlayStation®Vita
発売日： 3月27日 発売予定
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Ｂ
開発：株式会社ブリッジ

いなり、こんこん、恋いろは。
原作：よしだもろへ
（角川書店ＢＣ／「カドカワ・コミックスエース」）
放送：TOKYO MX、KBS京都、テレ玉 他

既刊：コミックス7巻、関連コミックス1巻

マケン姫っ！通
原作：武田弘光
（富士見書房ＢＣ／「ファンタジア文庫」）
放送：TOKYO MX、AT-X 他

既刊：コミックス11巻

最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。
原作：松沢まり
（富士見書房ＢＣ／「ドラゴン・コミックス・エイジ」）
放送：TOKYO MX、サンテレビ、BS11 他

既刊：コミックス6巻

デート・ア・ライブⅡ
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」）

ブラック・ブレッド
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」）

棺姫のチャイカ
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」）

ケロロ
著者：吉崎観音
（角川書店ＢＣ／「カドカワ・コミックスエース」）

チーム･バチスタ４ 螺鈿迷宮
原作：海堂尊「螺鈿迷宮」

（角川書店ＢＣ／「角川文庫」）
出演:伊藤淳史、仲村トオル 他
放送：フジテレビ系

となりの関くん
原作：森繁拓真
（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」）
放送：テレビ東京、AT-X

既刊：コミックス7巻 既刊：コミックス５巻

鼠、江戸を疾る
原作：赤川次郎「鼠、江戸を疾る」

（角川書店ＢＣ／「角川文庫」）
出演：滝沢秀明、忽那汐里 他
放送：NHK総合

慰謝料上手にとれるかな？
原作：うえみあゆみ

「慰謝料上手にとれるかな？」
（エンターブレインＢＣ）

出演：田中直樹（ココリコ）、矢田亜希子 他
放送：日本テレビ系

©竹宮ゆゆこ／アスキー・メディアワークス／おまけん
©KADOKAWA CORPORATION 2014

©蒼山サグ／アスキー・メディアワークス／TEAM RO-KYU-BU! SS
©KADOKAWA CORPORATION 2014

サンブンノイチ
監督・脚本: 品川ヒロシ
原作：木下半太 「サンブンノイチ」

(角川書店ＢＣ／「角川文庫」) 
出演：藤原竜也、田中 聖、小杉竜一 他
配給：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 吉本興業
©2014『サンブンノイチ』製作委員会

映

画

貞子3D2
ブルーレイ＆スマ4D（スマホ連動版）DVD
発売日：2月28日
発売元：角川書店ＢＣ
販売元：角川書店BC

© 2013『貞子3D2』製作委員会

4月1日公開

艦隊これくしょん
艦これ 一航戦、出ます!

(角川書店ＢＣ／「スニーカー文庫」）
著者：鷹見一幸
発売日：2月1日

モンスターハンター４
公式ガイドブック
（エンターブレインＢＣ）
発売日：1月24日

既刊：ライトノベル12巻、コミックス2巻 既刊：ライトノベル6巻、コミックス3巻

既刊：ライトノベル10巻、関連コミックス4巻

既刊：ライトノベル8巻、コミックス3巻既刊：コミックス24巻、関連単行本5巻、
文庫5巻

新約とある魔術の禁書目録 9巻
（アスキー・メディアワークスＢＣ／
「電撃文庫」）
著者：鎌池和馬 イラスト：はいむらきよたか
発売日：1月10日

1月24日
発売

江戸詰め始末剣 闇蝙蝠(一)
（富士見書房ＢＣ／
「富士見新時代小説文庫」）
著者：吉田親司 イラスト：蓬田やすひろ
発売日：1月10日 時代小説

新レーベル

世界一初恋 Blu-ray BOX
発売日：1月31日
発売元：角川書店BC
販売元：角川書店BC

©2011 中村春菊・角川書店／世界一くらぶ！！
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艦隊これくしょん
～艦これ～ トレーディングラバーストラップ
発売日：Ｖｏｌ1 1月31日

Ｖｏｌ2 3月28日
発売：メディアファクトリーＢＣ

© 2013 DMM.com/KADOKAWA GAMES All Rights Reserved.

龍ヶ嬢七々々の埋蔵金
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」）

ノーゲーム・ノーライフ
著者：榎宮祐 イラスト：榎宮祐
（メディアファクトリーＢＣ／「ＭＦ文庫Ｊ」）

既刊：ライトノベル6巻、コミックス2巻

既刊：ライトノベル5巻、コミックス1巻

モット！ソニコミ
プラットフォーム： PlayStation®3 
発売日： 2014年 3月20日 発売予定
発売元：角川ゲームス
企画・製作：角川書店ＢＣ／ニトロプラス
開発：レジスタ／ニトロプラス
© 2011-2014 Nitroplus ©2014 Nitroplus/KADOKAWA CORPORATION
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ラブライブ！
原作：公野櫻子 イラスト：鴇田アルミ
（アスキー・メディアワークスＢＣ

／「電撃コミックス」）

既刊：コミックス2巻、関連コミックス１巻


