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詳細は当社Webサイトをご覧ください。

http://amana.jp/company/

「写真って面白い！」

ひとつの言葉に写真が加わると、その言葉
の持つ意味は一層明確になり、メッセージ
はさらに強いものとなって、人々の心に伝
わります。

今回のキーワードは、新しくつくりだすこ
と、「創出」です。ゼロからつくり出すこと
も、また、既にあるものを組み合わせて新
しい価値を生み出すこともあるでしょう。
いずれの場合も大きなエネルギーととも
に工夫や知恵が必要となります。今アマ
ナに最も必要なのはグループ会社間のシ
ナジーの「創出」。
今回の報告書では、ビジュアルコミュニ
ケーションというマーケットにおいて、さ
まざまなビジネスと「デジタル」を連携さ
せることによる新たな価値創造や、そのた
めの基盤作りのためのいくつかの取り組
みについて報告させていただきたいと思
います。

表紙の写真

免責事項
この資料に記載されているいかなる情報も当社株式の購入や売却等の勧誘をするものではありません。また、この資料に掲載されている計画、戦略などのうち、過去の事実以外は
将来の見通しに関する記述であり、これらは現在入手可能な情報から判断した過程や確信に基づいています。実際の業績等は、当社および当社グループを取り巻く経済情勢、市場
の動向などさまざまな要素により、これらの見通しとは異なる結果となり得る可能性があります。
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決算の状況　連結＞要約財務諸表

決算の状況　個別＞要約財務諸表

アマナグループ

株式の状況

コーポレートデータ

表現力への評価
アマナバリューである表現力への
高い社会的評価

トータルビジュアルソリューションに向けて
静止画から動画までビジュアルソリュー
ションの総合力を高め、より一層の優位性を確立



2006年度ビジュアル企画制作事例

Review

2006年度は、「amana」から「amanagroup」への飛躍に向けた変革の一年とな
りました。デジタル化時代のマーケットにおいて高い競争力と収益性を実現す
るビジネスモデルの確立に向け、事業基盤の拡充と再構築を推し進めました。
2005年以降、M&Aや新会社設立によって創造力と専門性を持つ会社がアマナ
グループに加わり、現在アマナを含めた25社が「トータルビジュアルソリュー
ション」の提供を通じて、競争優位性をより一層高める組織へと進化しました。
その一方で、ストックフォトの企画販売事業の再編成、ビジュアルコンテンツの
企画制作事業を行うグループ各社の事業所統合、さらにグループ会社における
管理業務の集約による合理化とコストダウンを推進しました。
これら施策が奏功し、制作におけるフルデジタル化への注力、販売・管理業務の
効率化、マーケット別営業体制の強化等、市場変化へスピーディーに対応する組

織基盤の整備が順調に進み、2006年度の連結売上高は、前年比38.1％増の
130億46百万円となりました。一方、これらの持続的成長を支えるための人件
費およびデジタル化対応への積極投資等の一時的費用の増加により、営業利益
は前年比48.7％減の3億6百万円となりました。
今後も毎期の売上高二桁成長の継続と営業利益率10％達成を当面の目標とし
て、努力していきたいと考えています。

Our value & Core competency

「トータルビジュアルソリューション」―量的拡充と質的向上

顧客ニーズの多様化やクロスメディア化が加速する現在の市場変化に対応する
ためには、紙媒体やウェブなどを横断的に組み合わせたソリューションアイテ
ムの量的な拡充と、顧客の問題解決を可能とするノウハウ、最先端の技術力、高
い表現力等の質的向上の両方が求められます。
現在、アマナを含めて25社から成るアマナグループは、豊富で多彩なグループ
機能を発揮することで、従来からの主軸アイテムである撮影･デジタルイメージ
ング･ストックフォトを中心としながら、ビジュアルコミュニケーションにおけ
るソリューションアイテムの量的拡充を実現しています。具体的には、静止画、
動画、ウェブの企画・デザイン・制作からビジュアル資産のデータベースまで、
高品質で幅広いソリューションアイテムをワンストップで効率的かつ快適そし
て安全に提供しています。
そしてもう一方の重要な要素がアマナグループの最大の資源である「人」。アマ
ナでは、多様なニーズに合わせて、ソリューションアイテムの組合せと最適化を
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広告企画デザイン/ミサイル・カンパニー
撮影（静止画・動画）/ボォワル
映像合成編集/ナブラ　Web企画制作/アマナ
用途：雑誌広告・Web・ラジオ
（「トヨタ自動車株式会社 企業広告（環境への取り組み）」）
http://toyota.jp/ecojima/

「amana」から「amanagroup」へ

To our Shareholders



行うプロデューサー、ディレクターや、それをビジュアルとして具現化するクリ
エーターたちが数多く活躍していますが、さらに「amanagroup」となり、ソリ
ューションの開発提案力や高い技術力・表現力における優れた才能が多方面か
ら参画しています。このことは、人材の活性化はもとより、アマナブランドに対
する社員のロイヤリティを高め、アマナが目指すトータルビジュアルソリュー
ションの質的向上へとつながっています。

Strategy

「グループプレミアムの創出」―シナジーによるマーケット拡大

2008年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画において、トータルビジュ
アルソリューションの追求を掲げ、「販売チャネルの拡大」と「ソリューションア
イテムの拡充」を両輪とする事業基盤の構築を進めています。2005･2006年度
においては、M&A、新会社設立を通じたグループ機能の拡充、株式会社アマナ
イメージズの発足（2007/1/1）によるストックフォト事業の再編とウェブ販売
機能の革新、マーケット別営業体制の強化等により、これらの両輪が達成されつ
つあります。
今後の重要課題は「グループプレミアムの創出」。豊富で多彩なグループ機能を
組合せ、ネットワークを活用してグループシナジーを継続的に創出する高収益
体質の実現です。
グループシナジーとフルデジタル化は事業領域の更なる拡大をもたらします。
例えば顧客企業から提供されたCADデータをもとにコンピュータグラフィッ
クスで制作したコンテンツデータを、商品カタログ、ウェブ、社内アーカイブ等

の様々な用途に活用する提案が可能となります。
このようなワンソース・マルチユースをグループ横断的に実現することで高い
提案力、利便性、費用対効果が可能となり、顧客の裾野拡大による収益機会の拡
大も期待することができます。そこで、ターゲット顧客を広告代理店やデザイ
ン会社といったプロフェッショナル層から一般企業を含むコーポレート層へと
マーケットの拡大を進めてまいります。同時にその取り組みを加速すべく機動
性と戦略性の高い組織を目指し、開発型人材の増強とそれらを後方から支援す
る管理部門体制の構築に注力していきます。

What’s next?

「クロスメディア戦略」―高付加価値化に向けて

消費者が多様なメディアに接触するようになり、企業のコミュニケーション戦
略は新聞、雑誌、TV-CM、街頭広告等の既存メディアとウェブサイト等の新メ

2006年度ビジュアル企画制作事例 2006年度ビジュアル企画制作事例

株式会社アマナ 第37期 事業報告書4 5

ＣＧ映像/ナブラ
用途：ＴＶＣＭ
（東京電力株式会社「オール家電」）

撮影/ディップ、スプーン
デジタル画像制作/アマナ
用途：交通広告
（日本たばこ産業株式会社「Roots」）

撮影/アウラ　デジタル画像制作/アマナ
用途：新聞広告・リーフレット・DM・ チラシ
（フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社）

撮影/アキューブ　デジタル画像制作/アマナ
用途：ポスター
（松下電器産業株式会社「イオニティーナノケア」）

ＣＧ映像/ナブラ
用途：ＴＶＣＭ
（シャープ株式会社「ＡＱＵＯＳ」）

コーポレート市場

プロフェッショナル市場

販
売
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
拡
大

ソリューションアイテムの拡充
2006 2007 2008

To our Shareholders

ＪＴ



できる基盤を整備し、顧客満足度を持続させるサービスの企画開発を推し進め
ます。
25社を有するアマナグループとして、ビジネスを通じた経済的発展とともに、

規律ある組織として成長を果たすためには、法令遵守を重んじる企業風土を育
成し、コーポレートガバナンス体制の強化を図ることが重要な経営課題と考え
ています。常に誠実かつ透明性の高い経営を心がけ、社会や株主・投資家をは
じめとしたステークホルダーの皆様から必要とされる企業を目指してまいり
ます。
是非とも、この報告書を通じて私たちへのご理解を深めていただき、今後とも変
わらぬご支援をいただきますようお願いいたします。

2006年度ビジュアル企画制作事例 2006年度ストックフォト販売事例

株式会社アマナ 第37期 事業報告書6 7

企画デザイン／ミサイル・カンパニー
用途：カレンダー
（大和ハウス工業株式会社）

企画・デザイン／アクシア　撮影／ヒュー
用途：企業広報誌
（眞露ジャパン株式会社「眞・Jin」）

ストックフォト使用例：広告

ストックフォト使用例：商品

ディアを組み合わせた『クロスメディア戦略』へと移行しています。特にウェブ
サイトを活用した商業プロモーションは著しい発展を遂げています。
アマナグループは、この『クロスメディア戦略』のうち、ウェブプロモーション事
業をグループシナジーが最も発揮される事業領域と考え、注力しています。既
に3DCG(3次元CG)動画制作において最先端の技術を持つグループ会社ナブラ
とのシナジーも本格化し、動画から静止画までの高い表現技術力が更に向上し
ています。そして、アマナ本社における編集スタジオの設置、営業部門と企画デ
ザイン会社の隣接等のロケーション統合、TV-CM制作会社ハイスクールのグル
ープ会社化等のインフラ整備も進行しています。
今後もグループシナジーを最大限に活用したソリューションの高品質・高付加
価値化を推し進めることで、顧客満足度とブランドロイヤリティーの向上につ
なげ、企業価値の増大に努めてまいります。

To our shareholders

「ビジュアルコミュニケーションエキスパート」
─グループナレッジの活用による新サービスの提供

私たちアマナのグループスローガンは、「ビジュアルコミュニケーションエキス
パート」です。「伝える」から「伝わる」コミュニケーションの創造をミッションと
して、社会に役立つビジュアルソリューションの専門家集団を目指しています。
その実現に向け、表現のこだわりを飛躍へのエンジンとして、変革による企業成
長、グループプレミアムによる事業拡大を図っていきます。具体的には最大の
競争力である「人」と、ビジュアルの技術・ノウハウをグループ全体で最大活用

2007年3月

代表取締役社長兼CEO　進藤　博信

To our Shareholders

JINRO

撮影/ボォワル　ＣＧ映像制作編集/ナブラ
ストックフォト/アマナイメージズ
Web企画制作/アマナ
用途：スペシャルサイト
（京セラミタ株式会社「SUKKIRI SOLUTION」）
 http://stress-free.kyoceramita.co.jp/robo/
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1. 「第47回クリオ賞」インターネット広告部門 銅賞

2. 「カンヌ国際広告祭」サイバー部門 金賞

3. amana.jpのスペシャルコンテンツ
“「伝える」から「伝わる」へ”

1

3

2

「ビジュアル
 コミュニケーション
 エキスパート」

私たちアマナは、社会に役立つ

ビジュアルソリューションを提

供する専門家集団への実現に向

けて、表現のこだわりを飛躍へ

のエンジンとして、変革による

企業成長を推し進めます。

アマナバリューである表現力への高い社会的評価

21世紀のデザイン立国を目指し、企
業経営とデザインの連携強化を目的
とした「デザイン＆ビジネスフォー
ラム」から「デザイン・エクセレント・
カンパニー賞」を受賞しました。さら
に、ウェブサイトamana.jpのスペ

表現力への評価

「デザイン・エクセレント・カンパニー賞」 (2006/3/23)

「東京インタラクティブ・アド・アワード」 サイト部門 金賞 (2006/3/31)

「One show Interactive」 ウェブサイト部門 銀賞 (2006/5/11)

「第47回クリオ賞」 インターネット広告部門 銅賞 (2006/5/15)

「カンヌ国際広告祭」 サイバー部門 金賞 (2006/6/21)

シャルコンテンツ“「伝える」から「伝
わる」へ”が、世界で最も権威ある広
告賞とされる「カンヌ国際広告祭」で
金賞を受賞し、私たちアマナの「表現
へのこだわり」に多くの社会的評価
をいただきました。



Business Frontier株式会社アマナ 第37期 事業報告書10 11

株式会社ハイスクールを
グループ会社化
(2007/1/22)

ストックフォト
「amanaimages.com」
で新検索システムの
開発導入 (2006/12/16)

株式会社アマナイメージズ
を発足 (2007/1/1)

デジタルアーカイブ・ジャ
パン株式会社をグループ会
社化 (2006/12/25)

広告の企画制作、販売促進、会社案
内等の企業ツール制作を得意とする
アクシア、クオリティの高い広告の
企画制作で数々の受賞実績を持つミ
サイル・カンパニーをグループに迎
え入れました。それぞれが異なる強
みをもつことで、ソリューションア
イテムの幅が拡大しました。ビジュ
アル制作機能の付加価値を高めると
ともに、顧客ニーズに対応したワン
ストップソリューションの実現に近
づきました。

ビジュアルコミュニケーション
( ビジュアル広告制作における企画～制作～管理までをワンストップで提供）

顧　

客

プロデューサー
企画
デザイン

管理運用
Data Baseamana.jp

amanaimages.com
daj.ne. jp

ビジュアル制作
動画・静止画

ストックフォト
動画・静止画

ストックフォトの検索・販売システ
ム「amanaimages.com」では従来
の「キーワード検索」に加え、業界初
の検索システム「構図と色検索」を導
入し、言葉だけでは表現できないビ
ジュアルコンテンツの検索を可能に
しました。
100万点を超す画像データの検索・販
売に対応すべく、ビジュアルソリュー
ションの総合サイト「amana.jp」で展
開してきたストックフォトサービスを
独立させてシステムを再構築し、
ユーザーにとって快適で利便性の高
いサイトを目指しました。
豊富な掲載コンテンツと、検索シス
テムの利便性という質と量を兼ね備
えたシステムで、ストックフォト事
業における競争優位性の強化を図り
ました。

株式会社オリオン、株式会社セブン
フォト、そして株式会社アマナのス
トックフォト事業を統合し、株式会
社アマナイメージズを発足しまし
た。ストックフォトの制作に特化す
る株式会社ネオビジョン、株式会社
アイリード、関西地区を販売拠点と
する株式会社アイウェスト、海外の
amana productions inc. が一体と
なり、ストックフォト事業の再編成
を行いました。各社の持つコンテン
ツのブランド力を最大限に活用しな

デジタルアーカイブ・ジャパンは、
ストックフォトの中でも特にロイヤ
リティー・フリー※のコンテンツを豊
富に保有し、インターネット販売を
通じた独自のビジュアルソリュー
ションサービスを強みとしていま
す。同社がグループ入りしたことで、
ストックフォトの企画販売事業にお
ける商品開発力とインターネット販
売市場における販売力が強化され、
システム開発投資面におけるメリッ
トとともに、新たな事業展開が期待
されます。
※ 一回の購入で禁止事項に該当しない範囲であれば、
何度でも使用が可能な使用許諾形式です。

株式会社資生堂等を主要クライアン
トとし、TV-CM業界において表現力・
企画力で名高い企画・制作会社のハ
イスクールをグループに迎えました。
これによりTV-CM分野への参入を
通じた事業領域の拡大を目指します。
またアマナグループが持つ静止画の
技術・表現力を融合することでウェ

がら、営業力の集約による売上拡大
と、管理部門のシステム統合や事業
所の統合等による効率化を進めてい
きます。株式会社アクシアを新設

(2006/4/6)

株式会社ミサイル・カンパ
ニーをグループ会社化
(2006/8/1)

静止画から動画までビジュアルソリューションの総合力を高め、より一層の優位性を確立

トータルビジュアルソリューションにむけて

ブプロモーションを含むワンストッ
プソリューションに向けた事業間シ
ナジーの創出を推進し、ビジュアル
ソリューションにおける競争力のよ
り一層の強化を図ります。
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Financial Information
決算の状況

■連結＞要約貸借対照表

流動資産
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計

6,066,498

5,656,677

1,739,041

3,091,709

825,925

11,723,175

3,546,503

2,573,632

6,120,135

1,097,146

1,334,988

3,029,812

△19,604

160,698

5,603,040

11,723,175

1,096,246

1,334,064

3,131,898

△20,126

100,144

5,642,228

10,997,346

4,424,460

930,657

5,355,117

7,590,410

3,406,935

1,506,796

1,312,003

588,135

10,997,346

（資産の部）

資本金
資本剰余金
利益剰余金
その他
少数株主持分
純資産合計
負債純資産合計

（総資産の部）

流動負債
固定負債
負債合計

（負債の部）

（2006.12.31 現在） （2005.12.31 現在）

（単位：千円）

当期 前期

■連結＞要約損益計算書

■連結＞キャッシュ・フロー計算書

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
当期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
現金及び現金同等物の期首残高
連結子会社増加に伴う現金及び
現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高

9,450,631
5,045,355
4,405,275
3,808,601

596,674
49,657
82,712

563,619
4,109,655

111,459
4,561,815
1,711,395
△106,790

1,986
2,955,223

13,046,778
7,333,920
5,712,857
5,406,843

306,013
49,108
94,206

260,915
33,919
63,639

231,194
130,890

59,128
13,638
27,536

1,675,069
714,171

1,885,735
1,038

502,467
2,131,092

1,628,625

264,008
1,176,737

762,753
4,621

682,614
1,439,361

9,116

2,131,092

（2006.1.1～2006.12.31） （2005.1.1～2005.12.31）

（単位：千円）

（単位：千円）

当期 前期

（2006.1.1～2006.12.31） （2005.1.1～2005.12.31）

当期 前期

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

（注）純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により表示しております。

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

■財政状況
■売上高（単位：百万円）

■営業利益（単位：百万円）

資産

流動資産

※（　）内は有利子負債

流動負債 固定負債

固定資産

負債

51.7％ 48.3％

純資産合計

2006.12 13,046

9,450

8,603

306

596

662

2005.12

2004.12

2006.12

2005.12

2004.12

51.7％ 48.3％

△
△

△

△

30.2％ 22.0％ 47.8％（10.5％） （21.6％）

Point
収入面では税金等調整前当期純利益の計上、
定期預金の払戻及び借入れによる収入が主な
ものとなっております。

負債は、社債の償還が進む一方、新規加入によ
る借入金の増加により、前期比765百万円の増
加となりました。

Point

Point

Point

売上高は、前年同期に比べ38.2%大幅増ではあ
るものの、利益面におきましては、陣容の拡大
による人件費増、デジタル化対応への積極投資
など、今後の当社グループ成長を支え、かつシ
ナジー効果拡大のための先行費用が増加したこ
とに加え、新たに当社グループ入りした連結子
会社に係わる一時的な費用増等があり、営業利
益は306百万円と前年同期に比べ290百万円
減少しました。

特別利益は、固定資産売却益等により合計33
百万円を、特別損失は事務所移転費用等により
63百万円を、それぞれ計上しています。
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資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
純資産合計
負積純資産合計

（純資産の部）

流動負債
固定負債
負債合計

（負債の部）

■個別＞要約賃借対照表 ■個別＞要約損益計算書

流動資産
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他資産
繰延資産
資産合計

3,437,412

7,388,973

1,617,804

391,587

5,379,581

10,826,386

6,202,982

3,917,717

1,294,039

223,142

2,400,535

10,120,699

2,890,805

2,551,287

5,442,093

3,855,292

840,300

4,695,592

1,097,146

1,334,988

2,972,072

20,201

5,384,293

10,826,386

1,096,246

1,334,064

3,014,998

19,913

5,425,107

10,120,699

（資産の部） （2006.12.31 現在） （2005.12.31 現在）

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

当期 前期
（2006.1.1～2006.12.31） （2005.1.1～2005.12.31）

当期 前期

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

当期未処分利益
利益処分額
利益配当分

任意積立金
別途積立金
次期繰越利益

7,423,425
4,303,302
3,120,122
2,858,535

261,587
213,651

83,675
391,563

3,982,384
107,902

4,266,045
1,659,000

38,389
2,568,655

■利益処分

（総会承認日：2006.3.24） （総会承認日：2005.3.25）

当期 前期

8,431,032
5,063,761
3,367,270
3,498,030

130,760
438,271
130,009
177,501

5,958
14,450

169,009
2,973

79,339
86,696

156,445
64,847
64,847

0
0

91,598

2,599,371
2,529,622

129,622

2,400,000
2,400,000

69,748

△

△ △

連結対象グループ会社（2007年2月末）

フォトグラフィーソリューション

ストックフォトソリューション

その他のソリューション

株式会社アクシア
企業案内、広報誌に
特化したデザイン会社

株式会社エンタアークス
エンターテイメント業界向け
ビジュアルコンテンツの企画制作

株式会社ナブラ
CG映像制作

株式会社ハイスクール
TVCMの企画制作会社

北京阿瑪納詢有限公司
中国市場向けビジュアル
コンテンツの企画制作

株式会社ニーズプラス
モデルのキャスティング

株式会社エイ・アンド・エイ
SP中心の企画デザイン
を行う制作会社

株式会社ミサイル・カンパニー
広告の企画制作に特化した

デザイン会社

bin株式会社
ブランド・商品プロモーション

の企画制作

ストックフォトの企画制作・販売事業

ビジュアルコンテンツの企画制作 ビジュアルコンテンツの企画制作

株式会社アウラ 株式会社アキューブ 株式会社ヒュー

株式会社アン 株式会社スプーン 株式会社ボォワル

株式会社カブラギスタジオ 株式会社ディップ

株式会社ネオビジョン 株式会社アイリード 株式会社アイウエスト amana productions inc. 株式会社アノニマスデジタルアーカイブ・ジャパン株式会社株式会社アマナイメージズ
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Stock Information
株式の状況

Corporate Data
コーポレートデータ 「写真って面白い！」

今回、ストックフォトの撮影に初めて挑戦し、人物写真シリー
ズ「人間図鑑」を約 1,500点撮りおろし、アマナイメージズの
ウェブサイトに掲載しています。ストックフォトのビジネス
は写真がインターネット上で検索され、世界中に流通すると
いう、大変興味深いビジネスモデルです。広告、雑誌、写真集
などの仕事では、お客様の顔が見え、何が求められているかを
理解した上で写真を仕上げていきますが、ストックフォトは
誰が買うのか、どう使うのかわからないなかで作品作りをし
ていくので、たいへん面白いと思いました。ストックフォトを
使うのはプロ。写真を投げたとき、そういう人たちがどう反応
するか、それは作家としての、新しい、クリエイティブな挑戦
だと思っています。

篠山紀信

■大株主状況

■株式のご案内

株 主 名

合計

持 株 数 比 率

（2006年12月末）

有限会社生活情報研究所
進藤 博信
シー・シー・シーインベストメント株式会社
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー
リ ノーザン トラスト ガンジー アイリッシュ クライアンツ
野村信託銀行株式会社（投信口） 
株式会社堀内カラー
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・
ファンド１号 ソフトバンク･インベストメント株式会社
パーシング ディヴィジョン オブ ドナルドソン ラフキン
アンド ジェンレット エスイーシー コーポレイション
アールビーシー デクシア インベスターサービシーズ
トラスト, ロンドン クライアント アカウント

941,100

586,000

360,000

161,100

17.40%

10.84%

6.66%

83,000

79,200

76,000

160,000

120,000

100,000

2.98%

2.96%

2.22%

1.85%

1.53%

1.46%

1.41%

2,666,400 49.30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

決算日

基準日

配当金受領株主確定日

名義書換代理人

同事務取扱場所
郵便物送付先
電話照会先
同取次所

■株式数

■株主数

■株式分布状況

■取締役・監査役

発行可能株式総数
発行済株式数

21,620,000株
5,408,000株

2,330人

12月31日
定時株主総会　毎年3月
定時株主総会については毎年12月31日
その他必要ある場合は、あらかじめ公告して定めます
毎年12月31日および中間配当金を支払うときは
毎年6月30日
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
〒135-8722　東京都江東区佐賀一丁目17番7号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 Tel: 03-5213-5213
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店

会社名

IRお問合せ先

ホームページアドレス
事業の内容

資本金
上場証券取引所

代表取締役 兼 CEO
進藤 博信

取締役
閑野 欣次

取締役
児玉 秀明

取締役
岩永 行博

取締役
高橋 進

取締役
藤井 正敏

社外取締役
堀内 洋司
㈱堀内カラー代表取締役社長 

社外取締役
山内 悦嗣
ソニー㈱取締役 公認会計士

常勤監査役
中野 雄
㈱ミュージック・プラザ監査役

常勤監査役
佐藤 成男

監査役
長沢 勝利
ダイムラー・クライスラー
ファイナンシャルサービス日本㈱ 監査役

株式会社アマナ
〒140-0002　東京都品川区東品川2-2-43
社長室
Tel: 03-3740-3500   E-mail: ir@amana.jp
http://amana.jp
ビジュアルコンテンツの企画制作事業
ストックフォトの企画販売事業
10億9,714万円
東証マザーズ（証券コード：2402）

持株数比率

株主数比率

44.84％

95.84％

2.15％
1.07％

0.94％

32.40％

11.28％

11.48％
個人

法人

金融機関

外国人、その他

個人

法人

金融機関

外国人、その他

（2007年3月24日現在）



株式会社アマナ
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43
TEL: 03-3740-3500

古紙配合率100％の再生紙を使用しています




