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平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

メディアやデバイスの技術革新、企業とコンシューマのコミュニケーションの活発化や手段
の変化など、アマナグループが事業を展開するビジュアル・コミュニケーションマーケットに
おいて、変化のスピードは加速しております。このようなメディア変革期において、アマナ
グループは、2013年を初年度とする前期3ヵ年の中期経営計画を策定し、ビジネスモデル
を次世代型に進化させるための変革を続けております。
2014年は組織改革を進め、戦略的・機動的な経営資源の活用による営業力の強化、営業
支援体制の強化を図るため、グループ内の営業部門を統合し、またグループの企画・管理・運営
を担ってきた当社は、子会社である株式会社アマナを吸収合併し事業会社へと移行しました。
このような状況において売上高は、前期比12.1％増と4年連続で二桁成長を達成することが
できました。また、先行投資を進め減益となり株主の皆様にはご心配をおかけいたしました。
これはアマナグループのビジネスモデルを次世代型のモデルへと進化させるための変革で
あり、次なる収益性モデルの3ヵ年に向けた基盤作りのための投資であります。

私たちアマナグループは、マーケットのニーズを捉えた「攻め」の姿勢で、常に新しいビジュ
アル・コミュニケーションを社会に提供し、「ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かに
する。」企業グループを目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

2015年3月
代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤 博信

株主の皆様へ

コーポレートミッション
ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かにする。

表紙の写真
時代の流れとともに「伝える」から「感じる」へと進化 
する写真。身近な被写体の写真は強く、深く、人々の心 
を揺り動かし、ライフスタイルを感じる写真への共感を 
集めています。物語を語り、想像力を豊かにする写真。
そんな写真に親しみ、想見していただければ幸いです。

aman!aについて
“アマニア”は、社名の“amana”と熱狂的なファンを表す 
“mania”からの造語です。アマナグループの熱狂的な 
ファンをたくさん作りたいとの想いから生まれました。

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。



ソリューションアイテム（商材）の整理統合
経営資源を戦略的・機動的に活用するために、グループが持つすべて 
のソリューションアイテム（商材）を整理統合し、視覚的に誰にでも
わかりやすくアイコン化しました。単一商材から複数商材提案へと
クライアントのニーズを先取りし、的確でスピーディーな対応を可能
にする140のソリューションサービスをラインナップしました。

情報発信型ビジネスの推進
出版・EC・イベントを複合的に組み合わせたコンシューマ向けの情報
発信型ビジネスでは、2014年にコーポレートマーケット開拓の施策
として、コンシューマに向けてビジュアルのある暮らしを提案するリアル
店舗をオープンしました。アマナグループが有する商材をコンシューマ
向けにサービスとして提供することで、コーポレートクライアントに
対して商材のパッケージ化を推し進めます。

2014年の業績は増収減益
連結売上高は、4期連続で2桁成長を達成しました。ビジュアル・コミュ 
ニケーション事業では、コーポレートマーケットに向けた、ビジュアル
が活用されるさまざまな場面で最適な商材を提案・提供するクロス
セル戦略、プロフェッショナルマーケットに向けた個別戦略が奏功し、
当連結会計年度において売上高は、堅調な推移となりました。当事業
においては、コーポレートマーケット拡大に向けた次世代型ビジュアル・
ソリューションビジネスの拡大を目指しており、先行投資によるコストの

増加により、営業利益は前期を下回りました。一方、エンタテインメント
映像事業では、映像企画やシナリオ制作といったプリ・プロダクション 
プロセスから携わる案件や製作委員会への出資による案件等が堅調
に推移し、前期を上回る売上高となりました。外注原価は増加しました
が、その他のコストを抑制し、営業利益は前期を上回りました。
以上の結果、連結業績については、売上高は伸長したものの、次世代型
モデルへ変革過程であるため、新規ビジネスに関連するコストが増加
し、営業利益、経常利益は前期を下回りました。さらに、関係会社株式
売却益、法人税等を計上し、当期純利益は前期を下回りました。

2015年の方針
更なる進化に向けて
2013年から始まった次世代型ビジュアル・ソリューションビジネス
へのモデル変革期の最終年となる2015年は、次の3ヵ年へ続く「収益
期モデルの仕組みを作る」仕上げの年と位置付け、
•  一人当たりの生産性が向上する仕組み

ナレッジの共有による営業力の強化と商材開発の加速
•  外部協力者を活用する仕組み
•  複数商材を提供できる仕組み
の構築、運用について、クラウド型クリエイティブプラットフォーム：
amana creative platform（acp）の開発とともに促進していきます。
2015年の戦略については、10-11ページの「2015年の戦略」をご覧
ください。

アマナグループの成長戦略
マーケットの変化をグループの進化へ
デジタル技術の革新は、メディアや価値観の多様化と相まってマーケット
の多様化をもたらしています。アマナグループが事業を展開するビジュ 
アル・コミュニケーションマーケットを取り巻く環境は、スピードを
加速させながら劇的に変化しています。
このようなマーケット環境の中で、持続的な成長を遂げるため、この
メディア変革期を大きなチャンスと捉え、2013年を初年度とする前期 
3ヵ年の中期経営計画を策定し、アマナグループのビジネス構造の
変革を推進しています。

2014年の戦略と業績
2014年においては、執行役員制度の導入、グループ内の営業統合、
ソリューションアイテム（商材）の整理統合、コンシューママーケットに
向けた情報発信型ビジネスの推進等を行い、次世代型ビジネスモデル
の構築へと変革を推し進めました。

執行役員制度導入と営業統合
マネジメント強化と責任体制を明確にするために、執行役員制度を
導入し、2015年2月末現在28名が業務の執行に当たっています。
さらに、戦略的・機動的な経営資源の活用を促進するため、「ビジュアル
制作及びコンテンツ企画制作」と「ストックフォト販売」の営業部門を
統合し、営業組織体制を構築しました。

アマナグループの成長戦略
更なる進化へ。

DAYS Book 365（デイズブック サンロクゴ）

アマナが情報発信する３つのメディア
（2段目より）IMA、料理通信、MilK
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のリアル店舗を設け、コンシューマに向けてビジュアルのある暮らし
を提案するコンセプトストアをオープンしました。

2014年の業績
ビジュアル制作及びコンテンツ企画制作については、プロフェッショナル 
マーケットに向けた個別戦略やコーポレートマーケットに向けたクロス
セル戦略が奏功し、売上高は前期比で10.4％の成長となりました。
外注コントロールセンターを設けてコスト抑制に努める一方、その他
のコストについても抑制した結果、前期に比べ売上原価率は改善し、
営業利益は前期に比べ増加しました。
ストックフォト販売においては、販売単価の低迷や低価格帯へのシフト 
により売上高は前期に比べ減少しました。データベース化した自社
素材を活用したコンテンツ化ビジネスを本格化したほか、写真以外の
ストックコンテンツ販売の増加により売上原価率は上昇しましたが、
営業利益は前期に比べ増加しました。
また、コーポレートマーケット開拓の施策として、コンシューマに向けた
リアル店舗をオープンするなど、情報発信型ビジネスを推進しました。
これは、コーポレートマーケット開拓のための先行投資であり、人件費
や業務委託費等の増加により、ビジュアル・コミュニケーション事業
の営業利益は前期を下回りました。

2015年の方針
グループ内のナレッジ共有を進め、ソリューションを組み合わせる力

を強化することで営業力の高度化を図るとともに、経験値の少ない
営業社員を支援するパッケージ化商材の開発を加速し、一人当たり
生産性の向上を図ります。
また、グループ内の経営資源をアマナに集中し、執行役員によるマネジ
メント強化及び140のラインナップとなったソリューションサービスの
組み合わせによる複数商材を提供する仕組みの構築を促進します。
制作の合理化については、テクノロジーの活用により、より効率的な
プロセス、より合理的なシステムの構築を目指し、知恵集約型の制作
ワークフローを支援するamana creative platform（acp）の開発を 
促進します。また、マーケット別の特性を活かし、外部制作者を活用する 
など柔軟かつ合理的な制作体制を確立し、収益性向上を目指します。

静止画・CG・動画などのビジュアル素材制作やTV－CM・Webサイト・
スマートデバイス向けアプリケーションなどのコンテンツの企画制作
を行います。また、写真・イラストをはじめ、動画・3D モデリング素材・
フォント・音まで、2,500万点の素材をオンラインで提供しています。

※ ストックフォト事業はビジュアル・コミュニケーション事業に統合されました。

2014年の取り組み
これまで区分されていたストックフォト事業を、ビジュアル・コミュ
ニケーション事業に統合し、営業体制を一本化しました。これは、クライ
アントの多様なニーズに応えるため、1クライアント1つのソリューション
アイテム（商材）提供ではなく、アマナグループが持つソリューション
アイテムを複数組み合わせて提供するスタイルを確立するための
施策です。
ビジュアルの消費拡大傾向、ニーズの多様化が進むなか、時代の半歩
先を進むために、アマナに経営資源を集中し、営業力を強化しながら
商材開発を加速させる仕組みの基盤作りを推進しました。
ビジュアル制作及びコンテンツ企画制作については、プロフェッショナル 
マーケットに向けて個別戦略の徹底や、コーポレートマーケットに向けた 
クロスセル戦略を実施。ストックフォト販売については、2,500万点の 
ビジュアル素材をデータベース化し、これを活用したコンテンツ化
ビジネスを推進しました。また、コーポレートマーケット開拓の施策 
としてコンシューマに向けた情報発信型ビジネスを展開するため、2つ 

ビジュアル・コミュニケーション事業

DAYS Book 365（デイズブック サンロクゴ） 
あなたに贈る「今日は何の日？」

「DAYS Book 365」は、歴史を動かした事件や世界的な偉人・著名人 
の生涯など、過去100年以上にわたる歴史的写真を1日1冊にまとめた 
フォトブックです。アマナグループが所有する 
2,500万点のビジュアルをデータベース化し、こだ 
わりの表現力を体現した366冊にまとめました。
オリジナルメッセージ機能等により世界で1冊の
オリジナルブックをつくることができ、大切な記念
日のギフトとしてもお楽しみいただけます。
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テレビ、映画、ゲームなどを媒体とするＣＧアニメーションや独自の
オリジナル作品企画、キャラクターの開発など、ハイエンドのデジタル
コンテンツを世界に提供する事業です。

※ 2014年12月、ポリゴン・ピクチュアズ社の株式5%を残し譲渡したことにより、 
2015年から同社は連結子会社を外れております。

2014年の取り組み
エンタテインメント映像事業では、製作委員会出資を通じた版権ビジ 
ネスへの参画や、映像企画、シナリオ制作といったプリプロダクション・
プロセス（プリプロ：上流プロセス）からのアニメ制作など、IP戦略・
ブランド向上戦略の実現に取り組みました。この他、海外制作子会社
を含めた制作管理力強化および高度化にも取り組みました。また、
製作委員会出資案件については、海外ネット配信会社を通じた世界
40カ国以上への配信を実現し、事業領域を拡げました。

2014年の業績
2014年は国内TVシリーズ、海外TVシリーズともに堅調に推移し、前期 
を上回る売上高を達成しました。さらに、遊技機における着実なリピート 
受注や、海外ネット配信会社を通じたグローバル配信の売上により、 
大幅な増収となりました。一方、海外制作子会社であるSilverAntPPI  
Sdn.Bhd.（SAPPI）の制作管理力強化および海外外注先等の積極活用
により更なる原価低減に努めましたが、国内TVシリーズ案件の対応
工数増加により、売上原価は対前年比で増加しました。その他、人件費
等の増加はありましたが、営業利益は前期を上回る結果となりました。

2014年12月、アマナはポリゴン・ピクチュアズ社株式を譲渡しま
したが資本提携関係は継続しており、両社はエンタテインメント
マーケットにおいて、新たな営業・制作の協力体制を構築しています。

オンラインショップ「シドニア堂」を期間限定オープン
「シドニアの騎士」のアニメ制作を担当したポリゴン・ピクチュアズ社
とストックコンテンツ販売サイト「amanaimages.com」を運営する
アマナがタッグを組み、世界初*となるTVアニメ公式3Dモデルを販売
開始。ポリゴン・ピクチュアズ社からコンテンツの提供を受け、サイト
運営のノウハウを持つアマナが、「シドニア堂」をオープンしました。
*ポリゴン・ピクチュアズ社調べ。（2014年11月現在）

作品中で実際に使用された3Dモデルを販売
作品の中で実際に使用された主要キャラクターをはじめ、登場回数の
少なかったサブキャラクターや武器・小道具まで、ここでしか手に入ら
ない3Dモデルを世界中のファンアート制作者へ販売しています。

「シドニア堂」について
販売期間：2014年11月5日～2015年10月30日（予定）
サイトURL：https://sidonia-3dmodel.com/

ポリゴン・ピクチュアズ×アマナ
世界初！* TVアニメ公式３Dモデルを販売

エンタテインメント映像事業

左上–下 ●「シドニアの騎士 第九惑星戦役」「劇場版 シドニアの騎士」「BLAME! 端末遺構都市」©TSUTOMU NIHEI・ 
KODANSHA／KOS PRODUCTION COMMITTEE ●「山賊の娘ローニャ」© NHK・NEP・Dwango, licensed by 
Saltkråkan AB, The Astrid Lindgren Company ●「トランスフォーマー プライム」©2014 Hub Television Networks, 
LLC. All Rights Reserved. ●「Star Wars: The Clone Wars 」©Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

ストックコンテンツ販売サイト 
「amanaimages.com」について
日本最大規模のストックコンテンツ販売サイト「amanaimages.com」
では、写真・イラストをはじめ、動画・3D モデリング素材・フォント・音
まで、2,500万点の素材を販売しています。



高度な技術と洗練された表現力が求められる車のCG表現。この分野
における豊富な経験と実績を持つスペシャリストをチーム編成し、車の
CGコンテンツ専門チームcroobi(クロオビ)を立ち上げました。

CG技術向上による表現幅の広がり
動画制作においてはＣＡＤデータの積極的な活用が増加しています。
撮影では実現が困難なカメラワークや内部構造の表現、プロダクトの
魅力をより引き立てる背景の制作、これまで撮影が難しかった景色
や風景など、CGの利便性を効果的に活かし、商品の魅力を最大限に
伝えるなど表現の幅は広がっています。

より正確に、より効率的に
車のCGコンテンツ制作に特化したcroobiでは、道路、街、トンネル
など、背景の素材をデータベース化することで効率化を図り、常に安定
した品質のビジュアルをスピーディーに提供、コストパフォーマンスに 
優れたコンテンツ制作を実現しました。アングルやライティング、質感・
色を自由に変えることでリアルに、そして忠実に表現し、高品質でフォト
リアルなイメージどおりのビジュアルを生み出します。

自由な発想と高い技術力を組み合わせることでCGならではの表現
の可能性を拡げ、多様化するニーズにも対応。今まで見たことのない
新しい表現方法に挑戦し、見る人に驚きを与えるビジュアル制作を
目指します。

Hydroid（ハイドロイド）は、CGを中心とした最新デジタル技術と卓越
した描画力を持つ、ビジュアル制作会社。CGによる事前のシミュレー
ションと的確なディレクションにより、合理的な制作を実現します。

イメージを可視化する
未来のプロダクトやコンセプトカー、仮想の世界など、ハイドロイドは
この世にないモノやコトを具現化するプロ集団です。CGを中心とした
最新デジタル技術と卓越した描画力を用いて、クライアントが求める

〈イメージを可視化〉していきます。

知識を可視化する
医療・ライフサイエンス・化学などの分野で、専門知識を持つクリエイ
ターが、専門分野のクライアントと同じ目線で正確なビジュアル表現
を可能にする強みを活かし、医療メカニズムや治療法、薬の作用を
説明する機能映像といった複雑で理解することが難しい内容をCG
で表現するなど、今後さらなる〈知識の可視化〉を進めます。

＋テクノロジーで新たなマーケットへ
人間の臓器・細胞など“見えないもの”をCGで表現する高い専門知識に
加え、最先端の電子顕微鏡の導入により、菌の捕食・増殖する様子や物
質の構造、繊維断面や精密機器の拡大画像といった、肉眼では見ることの
出来ない1万倍の精度のデータ収集を実現。実際のデータや、それらを基 
にCG表現することで、新たなビジュアルの需要の可能性が広がりました。

車のCGコンテンツ専門チーム 
croobi
表現力と技術力でリッチコンテンツ制作を進化

CG技術と表現力で進化する 
Hydroid
＋テクノロジーで医療・サイエンス業界へ



メディアやデバイスの技術革新、企業とコンシューマとのコミュニ
ケーションの活発化やその手段の変化など、アマナグループが事業
を展開するビジュアル・コミュニケーションマーケットにおいては、
その変化のスピードはますます加速しています。このようなメディア
変革期において、アマナグループは、次なる3ヵ年（中期経営計画）
に向けて、ビジネスモデルを次世代型に進化させるための変革を
続けています。

収益期モデルの構築へ向けた仕上げの年
2015年は、次なる3ヵ年へ続く「収益期モデルの仕組みを作る」仕上げ
の年と位置付け、
• 一人当たりの生産性が向上する仕組み
 ナレッジの共有による営業力の強化と商材開発の加速
• 外部協力者を活用する仕組み
• 複数商材を提供できる仕組み
を構築し、その運用を推進していきます。

一人当たりの生産性が向上する仕組みを作る
営業一人当たりの生産性の向上を実現するために、営業力の強化と
ソリューションアイテム（商材）開発を加速します。
クラウド型クリエイティブプラットフォーム：amana creative platform 

（acp）を活用したナレッジ共有による営業力の強化と、商材の
パッケージ化など商材開発を加速し、経験値の少ない社員の営業

2015年の戦略
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活動を促進することで、営業一人当たりの生産性の向上を目指します。

外部協力者を活用する仕組みを作る
外部クリエイターが登録し、活用できるワーキングスペース／シェア 
オフィスを立ち上げ、所属するクリエイターとアマナグループのソリュー 
ションを結び付けるプロジェクトマネジメントの仕組みを構築 
します。外部リソースのデータベースをamana creative platform 

（acp）に内包し、スムーズな外部協力者を活用する仕組みにより、
制作プロセスの合理化と収益性の向上を実現してまいります。

複数商材を提供できる仕組みを作る
ビジュアル・コミュニケーションマーケットに向かう営業400名の産業
別体制を縦軸に、アマナグループのソリューションサービスを横軸に
据え、そのクロスポイントをいかに増やしていくかをマネジメントする
組織体制の構築を推進します。産業別マーケットの特性を知り、140の
ソリューションサービスからクライアントのニーズを先取りする複数
商材を組み合わせて提案できる仕組みを構築します。

Visual Communication Market

haikei

ソリューションサービス  140

産業別の営業  400名体制

* amana creative platform（acp）： 
制作ワークフローを合理化するクラウド型クリエイティブプラットフォーム



Aperture Foundation PhotoBook Award  
Exhibition in Tokyo
写真集アワード展
写真界の権威アパチャー財団主催の写真賞「フォトブックアワード」。
賞が設立された2012年から2014年の過去3年間にノミネートされた
写真集全95冊を紹介する展覧会を開催しました。貴重なノミネート 
写真集の閲覧や写真集に関連するトークイベント、一部のプリント 
作品の展示など、「写真の現在」を体験できる展覧会となりました。

写真を愉しむ家「&ima」 
バーニーズニューヨーク横浜店にオープン
写真をもっと身近に五感で愉しむスペース「&ima」をバーニーズ 
ニューヨーク横浜店７階にオープン。「写真を愉しむ家」をコンセプト 
に、一軒の家に見立てた空間を「LIVING」「STUDIO」「KITCHEN」 
の３つのゾーンに分け、暮らしの中のあらゆるシーンにおける写真の
愉しみ方を提案しています。好きな写真をグッズにプリントするオリ

2014年3月のオープン以来、「IMA CONCEPT STORE」では、 
国内の写真家や写真文化の新たな価値を生み出す一助となるような 
イベントの開催や、写真をめぐるさまざまな楽しみ方を提案して
います。11月には写真の魅力を存分に体験できるスペースとして
写真を愉しむ家「&ima（アンドイマ）」をオープン。空間をひとつの
家に見立て、生活のあらゆるシーンで写真を楽しむ仕掛けを用意し、
ビジュアルのある楽しい暮らしを提案しています。

PHOTOGRAPHERS × IMA
STEP OUT!
世界を目指す写真家のためのイベントとして、昨年IMAが初開催し
好評を博した「STEP OUT!」。今年はその規模を拡大し、世界で活躍する 
写真家やキュレーター、ギャラリストによるポートフォリオレビューの
ほか、トークショー、セミナー、ワークショップを開催。さらなる飛躍を
目指す写真家が、第一線で活躍する講師陣に直接学べる貴重な機会
となりました。

情報発信型ビジネスの展開
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PANASONIC LUMIX × IMA
LUMIX MEETS JAPANESE PHOTOGRAPHERS #2
パナソニック株式会社特別協賛のもと、昨年に引き続き日本人若手
写真家支援の一環として、パリと東京の2都市で写真展を開催。昨年
の本展をきっかけに欧州で高い評価を得る写真家が出てくるなど、 
日本人若手写
真家が世界で
活躍する場へ
と広がってい
ます。

日本初  写真特化型クラウドファンディングサイト
「IMA FANd!」オープン
｢IMA FANd!｣は写真集の出版や個展開催プロジェクトなど、企画ごと 
に支援者を募って実現させる場です。第一弾
として、写真家・若木信吾氏の写真集「英ちゃん 
弘ちゃん」制作プロジェクトを実施。制作された
写真集クレジットへの名前掲載や若木氏に
よるポートレート撮影など、支援金額に応じて
さまざまなリターンを設定し、目標金額を大きく
上回る支援を集めることができました。

ジナルグッズの制作、顔をスキャン 
してミニチュア３Dフィギュアの製

作、プロの写真家によるアーティスティックな
ポートレート撮影、こだわりのサンドウィッチやスムージー

を楽しめるカフェなど、写真の魅力を存分に体験できファミリーで
楽しめる空間となっています。



連結財務諸表

連結＞要約貸借対照表 （単位：百万円）

当期 前期
（資産の部） （2014.12.31現在） （2013.12.31現在）

流動資産 8,382 7,798
固定資産 5,577 5,982

有形固定資産 2,637 2,829
無形固定資産 1,946 2,198
投資その他の資産 993 953

繰延資産 1 4
資産合計 13,961 13,785

（負債の部）

流動負債 5,084 5,774
固定負債 5,831 4,877
負債合計 10,916 10,651

（純資産の部）

資本金 1,097 1,097
資本剰余金 1,334 1,334
利益剰余金 829 904
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 19 29
少数株主持分 67 71
純資産合計 3,045 3,133
負債・純資産合計 13,961 13,785

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結＞要約損益計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2014.1.1～2014.12.31） （2013.1.1～2013.12.31）

売上高 20,966 18,700
売上原価 12,983 11,212

売上総利益 7,982 7,488
販売費及び一般管理費 7,947 7,249

営業利益 34 239
営業外収益 87 52
営業外費用 177 166

経常利益又は経常損失（△） △55 125
特別利益 418 -
特別損失 4 40

税金等調整前当期純利益 357 84
法人税、住民税及び事業税 259 127
法人税等調整額 35 △24

少数株主利益又は少数株主損失（△） 54 △57
当期純利益 7 38

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2014.1.1～2014.12.31） （2013.1.1～2013.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 731 203
投資活動によるキャッシュ・フロー △557 △1,198
財務活動によるキャッシュ・フロー 560 766
現金及び現金同等物の期末残高 1,961 1,203

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

資産

■ 流動資産
■ 固定資産
■ 繰延資産

財務状況

負債

■ 流動負債
■ 固定負債
■ 純資産
※（　）内は有利子負債

（注）構成比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。 

36.4%
(14.4%)

41.7%
(38.8%)

21.8%

60.0%

39.9%

0.0%

85.1%

14.8%

売上高の推移（単位：百万円）

セグメント別
売上構成比率

■ ビジュアル・
 コミュニケーション
■ エンタテインメント
 映像

2014.12

16,575

18,700

20,966

2013.12

2012.12

（注）構成比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。 

ポイント
前期に比べ資産は176百万円、負債は264百万円、増加
しました。主な資産増加の要因は、ビジュアル・コミュニケー
ション事業におけるたな卸資産、借入金及び子会社の株式
譲渡による現金及び預金の増加によるものです。主な負債
増加の要因は、借入金の増加によるものです。
純資産は、前期に比べ88百万円減少しました。主な要因
は、配当金支払による利益剰余金の減少によるものです。

ポイント
売上高は、ビジュアル・コミュニケーション事業は堅調に
推移し、また、エンタテインメント映像事業が寄与し、前期
比12.1％の増加となりました。
売上原価については、売上高増加及び新規ソリューション
開発のための先行投資に伴う外注費及び人員増加に伴う
人件費増により増加、販売費及び一般管理費については、
戦略的な投資による人件費や設備費等により増加しました。
利益面については、営業利益、経常利益、当期純利益は
いずれも前期を下回りました。
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会社概要
会社名 ..................................................株式会社アマナ
 〒140-0002
 東京都品川区東品川2－2－43
IRお問合せ先 ...................................... IR担当
 Tel: 03-3740-4011
 E-mail: ir@amana.jp
ホームページアドレス......................... http://amana.jp/
事業の内容 ..........................................ビジュアル・コミュニケーション事業
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

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 .............................................. 石亀 幸大
取締役 .............................................. 深作 一夫
取締役 .............................................. 澤　 幸宏
取締役 .............................................. 田中 和人
取締役 .............................................. 堀越 欣也
取締役 .............................................. 小羽 真司
社外取締役 ...................................... 増田 宗昭
社外取締役 ...................................... 守屋 秀樹
常勤監査役 ...................................... 遠藤 恵子
社外監査役 ...................................... 飛松 純一
社外監査役 ...................................... 髙橋 俊博

持株数比率 株主数比率

■個人・その他  ■その他の法人  ■金融機関  ■金融商品取引業者  ■外国法人等

99.2%
79.6%

15.7%

0.0%
0.5%

0.0% 0.0%
0.1%0.3%4.3%

（注）構成比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。 

展示されている作品に専用アプリをダウンロードしたデバイスをかざすと、作品が
動きだし、さらに距離に反応してコンテンツが変容。「写真と鑑賞者との間にある
距離」にフォーカスし、インタラクティブな鑑賞体験を可能としました。ロンドンで 
開催されたデザインイベント「Tent London」をはじめ、「TOKYO DESIGNERS  
WEEK2014」（東京）、「BERLIN×TOKYO｜デザイン・アート・カルチャー展」 

（東京）、「MAISON & OBJET PARIS」（パリ）に出展。いずれも好評を博し、 
2014 London Design Awards の Digital Experience - Mobile 部門で銀賞を 
受賞。新しいビジュアル表現と体験の融合は、写真が持つ本来的な制約を越えた、
これからのビジュアル・コミュニケーションのひとつの可能性を提案しています。

絵が動く！
拡張現実アプリ

「ARART」

展覧会の様子や「ARART」の魅力を、
動画で体験いただけます。

amana×ARART
＠Tent London 
2014

コーポレートデータ
（2015年3月28日現在）

株式の状況
（2014年12月末）

写真って面白い！

大株主状況 （上位10名）
株主名 持株数 持株比率

1 進藤博信 1,235,400 24.84%
2 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 540,800 10.87%
3 株式会社堀内カラー 120,000 2.41%
4 有限会社生活情報研究所 106,200 2.13%
5 株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000 2.01%
6 萬匠憲次 76,000 1.52%
7 株式会社みずほ銀行 60,000 1.20%
8 株式会社桜井グラフィックシステムズ 55,000 1.10%
9 株式会社三井住友銀行 50,000 1.00%
10 株式会社アマナ役員持株会（紫会） 49,800 1.00%

合計 2,393,200 48.12%
（注） 1. 当社は、自己株式（435,217株）を保有しておりますが、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を控除して計算しております。
 3. 構成比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

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 ................................................................................................... 13,716名

株式分布状況

株式のご案内
事業年度 ................................1月1日～12月31日
定時株主総会 ........................毎年3月下旬
基準日 .....................................定時株主総会 12月31日
 期末配当金 12月31日
 中間配当金がある場合 6月30日
単元株式数 ............................100株
証券コード .............................2402
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　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）
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amana×ARART（アマナ×アラート）
写真とAR（拡張現実）アプリ「ARART」を組み合わせた
体験型エキシビション
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