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アマナグループの経営理念

私たちアマナグループは“人が中心”と考え、 
日々、表現への“こだわり”を切磋琢磨し、 
そこから生み出された“役に立つ創造力”で 
社会のビジュアルコミュニケーション活動に貢献します。

コーポレートミッション

「伝える」から「伝わる」コミュニケーションへ

詳細は当社Webサイトをご覧ください。

http://amana.jp/

免責事項
この資料に掲載し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、戦略等のうち、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仮定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、市場の動向等様々な要素により、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。

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

2010年度は経営テーマ「顧客創造」のもと、「守り」から「攻め」の姿勢で、マーケット
の開拓に邁進しました。広告業界が回復傾向になったことや、これまでに私たちが
着実に進めてきた施策の効果が業績においても現れてきたことで、大きな手応えを
実感した一年でした。

インターネットやスマートフォンの広がりによって、広告業界は大きな転換期を迎え
ています。マスメディアを中心とした広告だけではなく、ウェブを積極的に活用した、
消費者により近づくような広告スタイルへの変化。さまざまな人々の感性に響くビジュ
アルが、ますます必要とされる時代になると確信しています。豊かな表現によって「伝
わる」ビジュアルをつくること、それが私たちの最大の競争力です。この転換期を大きな
チャンスと捉えて、2011年も「攻め」の方針を推し進めてまいります。

なお当期の期末配当金につきましては、当初の予想を上回る利益になりました 
ので、1株につき3円増配して、1株につき15円とさせていただきました。

株主の皆様には心から感謝を申し上げますとともに、これからもアマナグループへ
のより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2011年3月 
代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤博信

Message from the Management
ご挨拶
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2010年度 広告ビジュアル制作事例 2010年度 広告ビジュアル制作事例

撮影・CG・CGI制作：ヴィーダ、アマナシージーアイ
用途：交通・車内広告・ポスター他

（JR東日本旅客鉄道株式会社）

撮影・CG制作：ヴィーダ、スプーン
用途：雑誌広告・ポスター他（日清食品株式会社）

撮影・CG制作：ヴィーダ、ヒュー
用途：交通・車内広告他（ソフトバンク株式会社） 撮影・CG制作：アン

用途：交通・車内広告・屋外看板他
（キリンビバレッジ株式会社）

CG制作：ヴィーダ
用途：雑誌広告（ソニーマーケティング株式会社）

新たなマーケットの創造に向けて
「守り」から「攻め」への転換期
株式会社アマナホールディングス　代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤博信

Review
Ｑ：2010年の事業環境はいかがでしたか。
Ａ：日本経済の緩やかな回復とともに、私たちアマナグループが属する広告業界にお
いても、リーマンショック以降の経済環境悪化から、ようやく回復基調になりました。
このような中で、技術革新や新しい電子デバイスの登場によって、事業環境の変化は
さらに加速している状況であると認識しています。

Ｑ：業績について教えてください。
Ａ：このような事業環境の中で、私たちは「顧客創造」を経営テーマに揚げました。「守
り」から「攻め」の営業活動を徹底して、新たな領域に向けた商品・サービスの拡充に
注力しました。

その結果、売上高は11,931百万円(前期比0.1％増)と、僅かではありますが、前年
に比べて増収となりました。また利益面では、この数年取り組んできたグループ経営
の強化の効果が表れてきました。営業利益は減価償却費やリース料など設備費用を
中心にコストを抑えられたことによって784百万円(同12.8％増)、経常利益は借入
費用の減少などにより702百万円（同20.9％増)となりました。また、海外子会社の清
算の結了によって発生した為替換算調整勘定取崩額の計上と、税金費用の減少に
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より、当期純利益は537百万円（同90.9％増）となりました。

事業セグメント別の業績では、「広告ビジュアル制作事業」において、売上高は
8,459百万円（前期比3.9％増）、営業利益は766百万円（同25.0％増）でした。売上
高の改善は、景気の回復基調に加えて、ターゲット別の営業活動が成果を上げ、新し
い顧客層を獲得したためです。また、業務フローの合理化やコスト意識の定着によっ
て、利益を確保できる体質へと改善しました。

「ストックフォト販売事業」においては、売上高は3,472百万円（前期比8.2％減）、 
営業利益は552百万円（同16.6％減）でした。景気低迷や顧客ニーズの低価格志
向の影響を受け、ストックフォトの販売枚数は前年と同水準ながらも、売上高は減少
する、という厳しい状況でした。

Strategy
Ｑ：なぜ、2010年の経営テーマを「顧客創造」にしたのですか？
Ａ：広告業界の変化を追い風に、「守り」から「攻め」に展開する時期になったと判断し
たからです。いまやビジュアルは、ひとびとの生活の中でコミュニケーションのツール
となっています。テレビ・新聞や街頭で目にする広告だけが、ビジュアルではありま
せん。インターネット、携帯電話やゲーム機などで、たくさんのビジュアルが使われる
時代になりました。私たちは、このビジュアル消費の拡大を大きなチャンスと捉えて、
準備を積み重ねてきました。

2009年までは、グループ経営の基盤強化を行ないました。時代の変化のなかで、
私たちの競争力を発揮できる、柔軟性と創造力のある組織を目指しました。その結果、
ふたつの事業の特性と相乗効果を活かして、マーケットの期待に十分に応えるビジ
ネスモデルができました。

そして2010年は、この強い組織のもと「攻め」の姿勢で新しい顧客と新しいマー
ケットの開拓に邁進するため、経営テーマを「顧客創造」としました。
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2010年度 広告ビジュアル制作事例
Ｑ：どのような施策を行ないましたか？
Ａ：主に、ふたつの施策に注力しました。ひとつは、「マーケット別営業戦略による一般
企業マーケットの開拓」。広告代理店など広告制作のプロフェッショナル向けの従来
の営業活動に加えて、広告業以外の一般企業との取引増加のため、お客様の業種や
商品別に細やかな営業戦略をたてました。お客様の課題を深く理解して、質の高い提案
をすること。その提案力が、より幅の広いマーケットの開拓につながると考えています。

もうひとつは、「制販一体の開発体制による新たなマーケットの創造」。営業部門と
制作部門が一体となって、新しい事業開発を進めました。iPadなどの電子デバイスや
クロスメディアに対応する新しいスタイルの広告を効率的に企画・制作する、より付
加価値の高い商品・サービスを開発しました。この開発力が、これからの成長を支え
る基盤となります。

「広告ビジュアル制作事業」においては、ワンソース・マルチユース（ひとつのビジュ
アルを複数媒体で使用する合理的な制作手法）を活かしたクロスメディア体制を強
化。コストを意識する一般企業においても評価をいただき、受注は順調でした。また、 
高いCG技術をもつ(株)ワークスゼブラのグループ化（2011年1月から連結対象）な
ど、CG制作における競争力強化も進めました。TVに次ぐ広告メディアに成長したウェ
ブ広告では、静止画と動画の境界線はありません。静止画・動画の両方への展開がス
ムーズなCGへのニーズは、今後さらに高まると考えています。

「ストックフォト販売事業」においては、低価格帯商品ニーズへの対応を本格化。
高品質で低価格のストックフォト販売サイト「TAGSTOCK（タグストック）」と「アマナ
イメージズRF」を始動しました。また、amanaimages.com において、出張撮影や取
材のサービスに加え、「aModel（エーモデル）」（モデル依頼サービス）を開始。「ビジュ
アル制作に必要なサービスを、ウェブ上でさまざまなユーザーに提供する」というビジ
ネスコンセプトのもと、多様なサービスの開発を進めました。

What’s Next
Ｑ：2011年の経営テーマと戦略を教えてください。
Ａ：「「攻め」を進化させる次世代型ワークスタイルの確立」が経営テーマです。

インターネットやスマートフォンをはじめとする電子デバイスの広がりと共に、広
告は転換期を迎えています。ひとびとがコミュニケーションやメディアを選ぶ流れの
なかで、マスに向けた「広告」から、個人に向けた「狭告」が注目されるようになりま
す。ひとりひとりの心に「伝わる」広告。そこで必要とされるのは、豊かな表現力をもつ
ビジュアルです。

私たちは、この変化を大きなチャンスと捉えています。この転換期に、アマナグル
ープの競争力である多彩な「表現力」、最先端の「技術力・企画力」や合理的な「制作
手法」を進化させて、新たな事業を積極的に展開してまいります。

経営のキーワードは、「攻め」。引き続き、「マーケットの拡大」と「事業領域の拡大」
に邁進します。具体的には、一般企業との取引拡大や、新しい商品・サービスの開発を
強化します。また、今後の成長を期待する電子出版プロジェクトも本格化します。

そして新たな「攻め」の戦略は、「デジタル化推進の加速」です。具体的には、「amana  
creative platform」の構築。アマナグループだけではなく、お客様や協力会社が共有 
できる制作環境＝クリエイティブワークのプラットフォームをつくります。ここでは、
アイデアや事例の検索、写真や動画のデータベース、制作用ソフトウェアの利用、大容
量ファイルの転送・共有など、制作に必要なさまざまなソフトやハードの利用ができ
ます。この新しいワークスタイルを取り入れることで、私たちの制作環境を進化させ、
お客様とのつながりも一層緊密にしていきたいと考えています。

2011年も、時代の変化を捉えた新たな事業やサービスの開発とともに、新しい 
マーケットの開拓を進めます。そして、「伝わる」コミュニケーションの創造に日々挑戦
し、中長期を見据えた成長を目指してまいります。
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2010年度 ストックフォト販売事例

用途：新聞広告・雑誌広告・ウェブ広告・ＤＭ・チラシ
（プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社）

用途：雑誌表紙
（『GLITTER2010/11号』カエルム株式会社）
（『CREA2010/11号』 株式会社文藝春秋）
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TV-CM企画制作：電通＋アマナインタラクティブ
用途：TV-CM（ハウス食品株式会社）

TV-CM企画制作：アマナインタラクティブ
ウェブ企画制作：アマナインタラクティブ
用途：TV-CM、ウェブ広告（養命酒製造株式会社）



広告ビジュアルの制作業務グループ
株式会社アマナ
代表取締役社長　深作一夫

「広告ビジュアル制作事業」は、広告代理店等のプロフェッショナルなお客様と、それ
以外の一般企業等のお客様に、企業のコミュニケーションに必要な写真・CG・動画と
いったビジュアルを「オーダーメイド」で提供する事業です。

広告ビジュアルの制作業務グループは、㈱アマナを中心に12社で構成され、ビジュ
アル制作において、制作過程から、その後のビジュアル資産の管理・運用までサポート
する体制構築しております。

Ｑ：当業務グループの業績はどうでしたか？ 
Ａ：第2四半期には、リーマンショック前後から続いた売上高の対前年比率が上向きに
転じました。景気の回復基調に加えて、ターゲット別の営業戦略が実を結び始めたから
です。最適な価格・スピードときめ細やかな対応によって、新たなお客様層である一般
企業のお取引社数が増加。今後のマーケット拡大への手応えを感じた一年でした。

Ｑ：経営テーマ「顧客創造」では、どのような施策を実行しましたか？
Ａ：2010年は、「新体制」で「新商品」を武器に「新マーケット」に向け果敢に攻めた一
年でした。制作部門と営業部門の一体化を進め、ニーズや技術の変革期にふさわしい

「新体制」を構築し、多様化するマーケットのなかで、次世代のクリエイターが活躍で

広告ビジュアル制作事業

Business Frontier
きる組織づくりに注力しました。表現力の高い商品写真撮影を競争力とする(株)ヴィ
ーダ、撮影・CGを問わず、イメージをゼロから可視化する集団(株)ハイドロイドの設立
など、制作各社の個性やターゲットの違いを明確にしました。

「新商品」は、CADデータと3次元CGを活用した合理的な制作手法や、私たちがあ
えて「動く写真」と呼んでいる、高品質な静止画と動画を一度で提供できるコストコンシャ
スな撮影サービスを中心に、他社にないサービスの開発に注力。一般企業のお客様の 
ニーズの分析を十分に行い、私たちの強みを活かした新しいサービスを提供しました。

そして、「新マーケット」への対策として、従来の広告代理店などプロフェッショナル
のお客様以外の一般企業のお客様に対応する営業体制を強化しました。お客様の
業種や商品別に細分化したマーケティングを行って、細やかなプロモーション活動に
努めました。

Ｑ：2011年の取り組みについて教えてください。
Ａ：引き続き、一般企業をターゲットとしたマーケット開拓を進めます。新規取引の拡
大と共に、お取引実績のあるお客様への営業活動も深めていきます。撮影やCG制作
といった、企業のコミュニケーション活動に必要なビジュアルの提供だけでなく、制作
したビジュアルの管理・運用システムの導入まで提案することで、長期間にわたるお付
き合いを目指します。

また、新たな技術開発も加速します。CG制作については、多くのお客様に合理性
やコスト面でのメリットをご評価いただいています。2011年1月にグループに迎えた
(株)ワークスゼブラは、3DCG技術を自社開発し、主に自動車業界を対象に事業を行
なっています。その技術力を、アマナグループの表現力と結びつけ、家電業界などさま
ざまな業界に展開します。

高い表現力と技術力を掛け合わせ、お客様に必要なビジュアルをより合理的に、高
品質に。これからも、制販一体となってマーケットの開拓を続けます。

表現力と技術力を掛け合わせ、 
新たなマーケットの開拓へ
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制作事例

撮影・CG制作：アキューブ
用途：ポスター・屋外看板・ビルボード（全日本空輸株式会社）

CG制作：スプーン
用途：ウェブ広告・ホームページ・グラフィックツール広告他

（ビー・エム・ダブリュー株式会社）

撮影：スプーン
用途：ビデオ・スライド他（株式会社シュウ ウエムラ化粧品）
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ウェブ企画制作：ロウトウキョウ＋アマナインタラクティブ
用途：ウェブ広告（カシオ計算機株式会社）

電子出版APP 企画制作サービス
「ビジュアルコミュニケーションAPP」

ウェブ企画制作：電通＋DEEP＋アマナインタラクティブ
用途：ウェブ広告（サントリー酒類株式会社）

制作事例

広告の企画制作業務グループ
株式会社アマナインタラクティブ
代表取締役社長　澤 幸宏

広告の企画制作業務グループは、「広告ビジュアル制作事業」に属し、クロスメディ
ア広告（ウェブ・TV-CM・新聞・雑誌等様々な媒体を複合的に利用する広告手法）の
企画制作を中心に業務展開しています。当グループは㈱アマナインタラクティブを中
心に3社で構成され、TV-CM等の動画制作やウェブの広告コンテンツ、SP（販売促
進）ツールの企画制作等を行っております。

Ｑ：当業務グループの業績はどうでしたか？ 
Ａ：TV-CMは当初苦戦していましたが、後半から受注が増加し、売上高は前年を上
回りました。主力であるウェブ関連商品の売上高は、ウェブ広告が拡大している事業
環境もあり、年間を通して堅調に推移しました。また、ワンソース・マルチユース体制の
構築をしたことで、クロスメディアへ展開する案件の受注も好調でした。

Ｑ：経営テーマ「顧客創造」では、どのような施策を実行しましたか？ 
Ａ：「競争力の顕在化」をテーマに、クロスメディア広告の提案に注力しました。複数の
媒体や表現を用いるクロスメディア広告では、合理的なコンテンツ制作へのニーズが
高まっています。私たちの競争力は、このニーズを実現する「表現力・企画力・技術力」
を兼ね備えていること。表現力は、撮影・CG・ストックフォトなどのアマナグループが

広告ビジュアル制作事業　

Business Frontier
もつ豊富なビジュアル。企画力は、ウェブ・グラフィック・TV-CMの専門集団がくりだ
す多様なノウハウ。技術力は、アプリケーション開発やSNS・Eコマース対応など、高い
ウェブ関連技術をもつ制作部門です。
　また、この「表現力・企画力・技術力」を駆使する「amana digital & publishing 
project」を立ち上げました。iPad、iPhone、Android端末など新たな電子デバイスに
対応するコンテンツの開発と販売を行います。第一弾として、「ビジュアルコミュニケーショ
ンAPP」を開始。製品・商品カタログ、ブランドブックや会社案内のように企業メッセージ
を伝えるツールなど、ビジュアルに優れた電子書籍アプリケーションを企画制作します。
企画からデザイン、写真や動画、CGIなどのビジュアル制作、コピーライティング、編集、ア
プリケーションの制作・申請作業まで、ワンストップで提供できることが最大の強みです。

Ｑ：2011年の取り組みについて教えてください。
Ａ：「amana digital & publishing project」の本格化です。電子カタログの企画・制
作を合理的に提供するサービスを強化し、アマナグループの事業領域を拡大します。

このプロジェクトでは、先行する企業向けのサービス「ビジュアルコミュニケーショ
ンAPP」の提供に加え、電子書籍、「atm.（アトモスフィア）」と「MilK（日本版）」を一般
向けに発刊します。

「atm.」は、アジア主要都市のクリエイティブな情報を、さまざまなビジュアルと手
法で伝える、iPad専用の雑誌です。豊かな「表現力」と最先端の「技術力」、アマナグル
ープのクオリティを広く発信するためのオリジナル電子書籍です。

「MilK」は、フランスのキッズファッション誌の日本版。読むだけの雑誌ではなく、
電子メディアの双方向コミュニケーションの特性を活かして、読者を中心とした、さま
ざまな企画を行います。ここでは、私たちの「企画力」を最大限に発揮していきます。

今後もアマナグループの表現力と共に、メディアの枠を超えた「伝わる」ビジュアル
コミュニケーションを生み出してまいります。

メディアの枠を超えた、新たな 
「伝わる」コミュニケーションの創造
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ストックフォトの販売業務グループ
株式会社アマナイメージス
代表取締役社長　小羽真司

「ストックフォト販売事業」は、国内外で契約する写真家やイラストレーターが制
作した著作物の販売を中心として、その他ウェブを利用したビジュアル制作に関わる
受託サービスも行っています。当グループは、㈱アマナイメージズを中心に2社で構成
され、これら著作物や受託サービスはウェブサイト「amanaimages.com」を中心に、
コールセンター・営業部門・販売代理店等を通じて販売しております。 

Ｑ：当業務グループの業績はどうでしたか？ 
Ａ：景気低迷から当事業のマーケットにおいては、低価格帯商品の需要が定着化して
います。そのため、ストックフォトの販売点数は前年と同水準ながらも、売上高は減少
する、という厳しい状況で推移しました。

Ｑ：経営テーマ「顧客創造」では、どのような施策を実行しましたか？ 
Ａ：主に「低価格帯マーケットへの対応」と「マーケットセグメントごとの営業体制の強
化」に取り組みました。

「低価格帯マーケットへの対応」では、価格や手軽さを重視したマーケットへの 
対応を本格化しました。1点500円から購入可能なストックフォト販売サイト

「TAGSTOCK（タグストック）」を開始。プロからアマチュアまでさまざまな方々が、

ストックフォト販売事業

Business Frontier
作品の購入と販売ができるコミュニティ型の販売サイトです。さらに、中低価格帯の
RF（ロイヤリティーフリー：一度の購入で使用許諾の範囲内で何度でも使用可能な
ストックフォト）専門販売サイト「アマナイメージズRF」もオープン。

「マーケットセグメントごとの営業体制の強化」では、業種・業界別に細やかな営業
活動を行いました。お客様のニーズを分析したことで、現状の把握だけでなく、今後の
商品やサービスの開発も進みました。最近、「手頃な予算で、オーダーメイド型のビジュ
アルがほしい」という、新たなニーズがおきています。そこで、ストックフォト以外のビジュ
アル制作関連のサービスを拡充。出張撮影サービスなどに加え、ウェブ上で簡単に
モデルの出演依頼ができる「aModel（エーモデル）」を開始しました。

またストックフォトをコンテンツ化することで、新しいマーケットの開拓も行ないま
した。iPhone、iPad向けアプリの開発です。イタリアのスカラ社と共同で美術鑑賞
アプリ「世界美術館」シリーズ日本語版を制作、9月に販売を開始しました。

Ｑ：2011年の取り組みについて教えてください。
Ａ：「ウェブ上で、ビジュアル制作に必要なサービスを、さまざまなユーザーに提供す
る」というコンセプトのもと、「amanaimages.com」で新たな商品やサービスの提供
を開始します。

多くのビジュアルが消費される時代、手軽で、早く、低価格で、利便性が高いビジュ
アル制作へのニーズが高まっています。また、広告制作のプロフェッショナルだけでは
なく、ビジュアルを扱うユーザーも多様化しています。そこで私たちは、より多くの商
品・サービスを提供することで、ストックフォトユーザー以外のお客様の利用を促進
する環境を作ります。例えば、サウンド素材やフォントの提供、簡単な画像修正などの
受託型サービスの提供も予定しています。

より進化する「amanaimages.com」の構築を目指して、ラインナップの充実に全
力で取り組んでまいります。

株式会社アマナホールディングス 第41期報告書10
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販売サイト

aModel
http://amodel.jp/
モデルキャスティングサービスサイト

アマナイメージズRF
http://amanaimages.com/rf/indexTop.aspx
ロイヤリティフリーストックフォト販売サイト

Corbis©MOTION
http://www.corbismotion.com/
動画コンテンツ販売サイト



■ 連結＞要約貸借対照表 （単位：千円）

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

（資産の部）

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
資産合計

（負債の部）

流動負債
固定負債
負債合計

（純資産の部）

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

当期
（2010.12.31 現在）

5,529,570
3,315,626
1,647,214
1,098,975

569,436
8,845,197

2,832,901
2,649,869
5,482,771

1,097,146
1,334,988
1,208,878
△304,150

25,564
3,362,425
8,845,197

前期
（2009.12.31 現在）

5,430,230
3,771,469
1,875,525
1,311,042

584,901
9,201,700

3,952,829
2,242,968
6,195,798

1,097,146
1,334,988

730,808
△265,301

108,259
3,005,901
9,201,700

資産は、主として、売上増加に伴う売上債権の増加
等があった一方、固定資産の減価償却費等の
計上により、前期末に比べ、356百万円減少して
おります。
負債は、主として、借入金返済により、前期末に
比べ、713百万円減少しております。
純資産は、利益剰余金の増加があった一方、連結
子会社の株式取得に伴う少数株主持分の減少に
より、前期末に比べ、356百万円増加いたしました。

■財務状況

資産

※（　）内は有利子負債

負債

流動負債 固定負債

流動資産 固定資産

純資産合計

32.0%
（14.4%） 38.0%

62.5% 37.5%

30.0%
（29.8%）

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

■ 連結＞要約損益計算書 （単位：千円）

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

当期
（2010.1.1～2010.12.31）

11,931,379
6,549,902
5,381,476
4,596,636

784,840
47,169

129,641
702,368

60,677
57,860
 705,185
110,427
49,265

7,748
537,744

前期
（2009.1.1～2009.12.31）

11,924,416
6,441,240
5,483,176
4,787,637

695,538
44,050

158,399
581,190

14,802
55,421

540,571
185,097

58,125
15,703

281,645

■売上高の推移（単位：百万円）

■当期セグメント別売上高（単位：百万円）

2010.12

11,924

11,931

15,567

2009.12

2008.12

「顧客創造」を経営テーマに据え、新たな領域に
向けたマーケット開発と商品・サービスの拡充に
注力した結果、前期に比べ、僅かではありますが、
増収となりました。
当期純利益は、amana productions inc.（米国）
の清算が結了したことに伴う、為替換算調整勘定
取崩額の計上及び税金費用の減少により、大幅
な増益になりました。

ストックフォト販売事業

広告ビジュアル制作事業

■ 連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

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
現金及び現金同等物の期末残高

当期
（2010.1.1～2010.12.31）

936,334
△ 230,945
△ 910,196

-
△ 204,807
2,160,627
1,955,819

前期
（2009.1.1～2009.12.31）

1,456,555
△ 135,251

△ 1,187,200
△ 181

133,923
2,026,704
2,160,627

8,459

3,472

株式会社アマナホールディングス 第41期報告書12
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■ 個別＞要約貸借対照表 （単位：千円）

(注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

（資産の部）

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
資産合計

（負債の部）

流動負債
固定負債
負債合計

（純資産の部）

資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

当期
（2010.12.31 現在）

1,012,018
7,919,497
1,607,623

148,562
6,163,310
8,931,516

2,501,429
2,632,197
5,133,626

1,097,146
1,334,988
1,669,905
△ 304,150

-
3,797,889
8,931,516

前期
（2009.12.31 現在）

1,298,075
8,207,865
1,824,971

78,867
6,304,026
9,505,940

3,466,663
2,218,710
5,685,373

1,097,146
1,334,988
1,692,232
△ 304,088

288
3,820,566
9,505,940

■ 個別＞要約損益計算書 （単位：千円）

営業収益
営業費用
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
当期純利益

当期
（2010.1.1～2010.12.31）

2,523,672
2,424,329

99,343
69,427

103,903
64,867

288
25,516
39,638

2,290
37,348

前期
（2009.1.1～2009.12.31）

3,013,681
2,727,702

285,979
77,245

122,224
240,999

-
1,508

239,491
2,389

237,102 ■ 株式のご案内

■株式分布状況

事業年度  ................................... 1月1日～12月31日
定時株主総会  ........................... 毎年3月
基準日  .......................................  定時株主総会 12月31日

期末配当 12月31日
 中間配当 6月30日

株主名簿管理人  ....................... 三菱UFJ信託銀行株式会社
 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
 Tel: 0120-232-711（通話料無料）

特別口座の口座管理機関  ........ みずほ信託銀行株式会社
 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

連絡先 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部 
 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
 Tel: 0120-288-324（通話料無料）

■ 株式数
発行可能株式総数  ......................... 21,620,000株
発行済株式数  ................................... 5,408,000株

■ 株主数  ....................................................... 7,499名

持株数比率

株主数比率

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

■ 大株主状況 （上位10名）

進藤博信
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
有限会社生活情報研究所
株式会社堀内カラー
株式会社桜井グラフィックシステムズ
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
萬匠憲次
株式会社みずほ銀行
アマナ社員持株会
株式会社創美企画
合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

株 主 名 持 株 数 持株比率
1,244,300

360,000
287,000
120,000
113,500
100,000

75,000
60,000
52,350
51,200

2,463,350

25.02%
7.23%
5.77%
2.41%
2.28%
2.01%
1.50%
1.20%
1.05%
1.02%

49.53%
（注） 1. 当社は、自己株式（435,217株）を保有しており、上記大株主から除外しております。

2. 持株比率は自己株式（435,217株）を控除して計算しております。

98.83%

66.68%
18.86%

4.51% 9.95%

0.76%
0.08%

0.33%
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■ 会社概要
会社名  .............................. 株式会社アマナホールディングス

 〒140-0002
 東京都品川区東品川2-2-43

IRお問合せ先  .................. IR担当 
 Tel: 03-3740-3500   
E-mail: ir@amana.jp

ホームページアドレス  ..... http://amana.jp/
事業の内容 ...................... 広告ビジュアル制作事業

 ストックフォト販売事業
資本金  .............................. 10億9,714万円
上場証券取引所  .............. 東京証券取引所　マザーズ

 （証券コード：2402）

■ 取締役および監査役
代表取締役社長 兼 グループCEO ....... 進藤 博信
取締役  .................................................... 児玉 秀明
取締役  .................................................... 岩永 行博
取締役  .................................................... 遠藤 恵子
取締役  .................................................... 石亀 幸大
取締役  .................................................... 小羽 真司
取締役  .................................................... 深作 一夫
取締役  .................................................... 澤　 幸宏
社外取締役  ............................................ 堀内 洋司
社外取締役  ............................................ 増田 宗昭
常勤監査役  ............................................ 中野 　雄
常勤監査役  ............................................ 萬匠 憲次
監査役  .................................................... 山内 悦嗣
監査役  .................................................... 飛松 純一

㈱堀内カラー代表取締役社長
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱
代表取締役社長 兼 CEO
㈱ミュージックプラザ監査役

ソニー㈱社外取締役、公認会計士

森･濱田松本法律事務所パートナー、弁護士

株式会社アマナホールディングス
純粋持株会社

ストックフォト販売事業

（2011年2月28日現在）

■アマナグループ

株式会社アマナイメージズ
ストックフォトの販売業務

株式会社アイウェスト
関西マーケット拠点の
ストックフォト販売

株式会社アマナインタラクティブ
広告の企画制作業務

株式会社アマナ
広告ビジュアルの制作業務

広告ビジュアル制作事業

株式会社
エイ・アンド・エイ
SPツール企画制作

株式会社アキューブ
撮影・CG制作

株式会社アン
撮影・CG制作

株式会社ヴィーダ
撮影・CG制作

株式会社スプーン
撮影・CG制作

株式会社ヒュー
撮影・CG制作

株式会社
ハイドロイド
CG制作

株式会社
アマナシージーアイ

CG制作

株式会社ナブラ
CG 映像制作

株式会社
ニーズプラス

モデルキャスティング

株式会社
ワークスゼブラ
CG制作

WORKS ZEBRA
USA, INC.
CG制作

株式会社
ワンダラクティブ
広告の企画制作

昨今、スマートフォンやiPadなどの新しい電
子デバイスが普及しています。これらの電子デ
バイスの登場によって、電子出版が注目されて
います。テキスト、写真、動画がデジタル化され
るだけではありません。メディアが消費者の手
の中で融合し、広告や雑誌の表現が変わりま
す。従来の枠にとらわれない電子メディア・アプ
リが登場し、情報の流れやコミュニケーション
のかたちも大きく変わるでしょう。

このコーナーでは、iPhoneとiPad向けのサ
ービスを中心に、アマナグループが手掛ける電
子出版関連サービスについてご紹介します。

2010年9月アマナイメージズは、iPhone・ 
iPad向け美術鑑賞アプリ「世界美術館」シリー
ズをイタリアのスカラグループインターナショ
ナル社と共同で制作、販売を開始しました。「ル
ーブル美術館」「ウフィツィ美術館」「ゴッホ」「ピ
カソ」など多数の著名美術館、画家をテーマに

制作。専門家による動画解説
と共に、バーチャルな環境で世
界の美術館を体感できる、美
術鑑賞アプリの決定版です。

そしてアマナインタラクティ
ブでは、2011年1月、アマナグループのオリジナ
ル電子書籍「atm.（アトモスフィア）」beta版を無
料配布（年内正式リリース予定）。「atm.」は、アー
ト、デザイン、ファッション、経済など、さまざまな
領域で活躍中のアジアのクリエイティブな人 を々
紹介する、iPad専用の雑誌です。アマナグループ
の写真、CG、動画制作など豊富なビジュアルを
活用し、360°ビューや、動画、音楽を加えた、印刷
物では得られなかった豊かな表現を実現します。

今後もアマナグループは、グループの経営資
源を最大限に活用し、電子出版マーケットをは
じめとする新たな事業領域の拡大に取り組ん
でまいります。どうぞご期待ください。

電子出版　
新しい電子デバイスとコミュニケーションメディアの誕生
アマナグループが手掛ける「世界美術館」「atm.（アトモスフィア）」

写真って面白い！
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