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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。

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、メディアの多様化や企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティング
の時代へと事業環境は大きく変化しております。
このような状況の下、2013年からビジネスモデルの変革に取り組み、当期に
おいては収益力強化の基盤となる仕組み作りに注力しました。この結果、売上高
はコンテンツの企画制作及びビジュアルの企画制作ともに堅調に推移しました。
さらに、人員の適正化を図るなど固定費を抑制したことにより黒字回復を達成
いたしましたが、期末配当につきましては無配とさせていただきました。株主の皆様
には誠に申し訳なく存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後は、より一層の収益力強化と財務体質の強化に努め、早期の復配を目指して
まいります。

私たちアマナグループは、マーケットのニーズをとらえた「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、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

2017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。



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

モデル変革期 収益力向上期

  労働集約型から知恵集約型へ

メディアの多様化｜コンテンツマーケティングの時代

2016年は収益力向上の基盤作り
2015年に顕在化した、クリエイティブサービスの多様化に伴う
収益構造の変化に対応するため、2016年においては、事業部
門の目標設定を売上高から事業付加価値額（＝売上高－外注
原価）へ変更しました。また、執行責任者体制の明確化と予算
進捗管理などのマネジメント体制（VHL※）、受託案件情報の
共有やグループ付加価値額の可視化など、収益力向上のため
の仕組み構築を推進しました。
2016年の業績については、売上高はコンテンツの企画制作
及びビジュアルの企画制作受託が堅調に推移したことにより、 
前期に比べ9.5％の成長となりました。提供するクリエイティブ 
サービスの多様化に伴い収益構造が複雑化しましたが、収益
力向上のための仕組み構築により、1人当たりの事業付加
価値額は前期に比べ11.5％上昇し、売上総利益も前期を上
回りました。販売費及び一般管理費については、稼動人員数
を適正化したことにより前期に比べ大幅に減少しました。この
結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益
は大きく回復し、黒字化を達成しました。

「中期経営計画｜後期」と2017年の方針
メディアの多様化や企業が自ら情報発信する時代へと事業
環境が大きく変化するなか、アマナグループではメディア変革
期における持続的な成長のため、2013年から中長期的な
観点で経営計画の策定に取り組んでまいりました。2013年を
初年度とする「中期経営計画｜前期」においてはビジネスモデル
の変革を行い、2016年は収益力向上期の基盤となる仕組み
構築に注力しました。新たな「中期経営計画｜後期」の3ヵ年
は、生産性向上によって収益力強化を図り、企業のコンテンツ
パートナーとして持続的成長の礎を構築してまいります。

「中期経営計画｜後期」においては、基本方針に
時代のニーズをとらえた新しいアマナ価値を創造するための
• 労働集約型から知恵集約型モデルへの転換
• 一人ひとりの生産性向上

を掲げ、4つの基本戦略を策定しました。（詳細につきまして
は、次ページをご参照ください。）
また、2017年の経営テーマは「チーム［amana］で新たな価値
創造。」。お客様とのつながりを最大化するために、VHLによる
縦（マーケット）と横（クリエイティブサービス）の連携によって
クロスポイント（交点）を増やすとともに収益管理を徹底する
など、VHLマネジメント体制の確立を目指します。

アマナグループの取り組み
私たちアマナグループは、広告写真制作会社としてスタート
し“伝える”から“伝わる”コミュニケーションを実現するため、
撮影・CGなどのビジュアル制作からWeb・映像・動画などの
コンテンツ企画制作へとビジネスを拡大してまいりました。
メディアの多様化に伴いビジュアルの消費マーケットが拡大
する一方、企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティング
時代へと事業環境は大きく変化しています。
このような状況の下、アマナグループでは、2013年からビジ
ネスモデルを変革し、時代のニーズに柔軟に対応できるモデ
ルを構築しました。
お客様である企業の活動においては、ビジュアルを用いたコミュ 
ニケーションが多岐にわたって増加しています。特に、消費者の
購買行動や企業のブランディングに影響を及ぼすコンテンツ
マーケティングの重要性は高まっております。アマナグループ
では、コンテンツマーケティングの「コンテンツ」の企画制作に
注力するため、75のクリエイティブサービスを企業のニーズ
に応じて組み合わせて提供できる体制を構築しました。
アマナグループは、お客様のモノやコトの付加価値を可視化
しコンテンツ化する企業のコンテンツパートナーとして社会に
役立つ企業グループを目指しています。

アマナグループの成長戦略
企業のコンテンツパートナーへ
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※ VHL（Vertical & Horizontal Line Management System) 
 縦軸となるマーケット別営業組織と横軸となるクリエイティブサービス別組織で、事業付加価値額 
 をKPIとしたPDCAサイクルを回すマネジメント体制



acpを進化させたプラットフォームの構築による生産性向上
ワークフローの合理化を推進するクリエイティブプラットフォー
ム：acp（amana creative platform）。アマナグループのさら 
なる進化のため、事業の全案件情報を一元管理し、進行や 
採算性などの情報をリアルタイムに捕捉して、課題の抽出・
共有・解決を繰り返す仕組みを構築します。事例データを可視
化することにより、グループ全体のソリューション力を強化
すると同時に、ナレッジの共有・活用を容易にし、労働集約型
から知恵集約型モデルへの転換を図り、一人ひとりの生産性
向上を促進します。

ファシリティ活用の最適化による生産性の向上
VHLマネジメントの組織体制（縦：マーケット別営業体制 
横：クリエイティブサービス別体制）の機能を最大化するため
に、ロケーションを再編。チーム間の連携を深める環境を整備
し、チーム力の強化を図ります。また、IT設備の充実や戦略に
沿ったロケーション、フロアデザインによってファシリティの
活用を最適化し、生産性の向上を図ります。さらに、インバウンド
マーケティングを促進するファシリティへと転換することで、

「モノからコトへ」と価値観が変化する時代に対応すると同時
に、「アマナ価値」を高め、生産性の向上に貢献します。

インバウンドマーケティングの加速による営業の効率化
ウェブサイト「amana.jp」やブログメディア「visual-shift.jp」
を通して、アマナグループの多様なサービスや制作事例、すぐ
に実践できるノウハウなど、ビジュアルに携わる人々が興味を
持つ価値ある情報を発信。今まで接点のなかった潜在顧客
に対して、アマナグループの認知度を向上させます。さらに、
イベントやセミナーなどインタラクティブなビジュアル体験を
提供することで「アマナ価値」を高め、コンテンツパートナー
としてクライアントに選ばれる、インバウンドマーケティングを
推進し営業の効率化を図ります。

VHLマネジメントによる収益力の向上
縦軸となるマーケット別営業組織と横軸となるクリエイティブ
サービス別組織、それぞれの執行責任者を明確にし、縦軸の
営業組織軸と横軸の制作組織軸のクロスポイント（交点）と
なる分野に新しいマーケットを創出することで、収益力の向上
を図ります。営業担当者がクリエイティブサービスを熟知し
組み合わせて提案することで、顧客企業との間に複数のクロス
ポイントを創出しより強い深いつながりを構築、さらなる生産
性の向上を目指します。

amana value >>2019
新しいamana価値創造のために

amana creative platform

お客様協力会社

価値ある情報の発信 ビジュアル体験（コト）の場を提供

amana.jp visual-shift.jp event showroom

ロケーションの再編 ファシリティ機能の転換

チーム力を最大化する
ロケーション

インバウンドマーケティング
の促進
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多様化する企業の情報発信を支援
アマナグループのコンテンツ力

撮影するだけで、まるごと３DCG
より簡単に低コストで実現

同じ駅、同じ時間帯を利用する通勤客への情報発信は、飽き
させない工夫とコンテンツ力を活かしたサイネージ

アシックス初のステーションストア
「買えるショールーム」をコンセプトにメディアとショップを
融合したアシックス初のステーションストアが、京浜急行品川
駅構内に2016年8月にオープン。実物を見て気になった商品
はタグの２次元バーコードなどを通じてスマートフォンやタブ
レットから購入できる、ネットとリアルが複合した店舗です。 
アマナグループは通勤客へ情報発信を担うサイネージコン
テンツの企画制作のほか、配信システムなどを支援しています。

毎日の通勤客を飽きさせないコンテンツ
国内主要スポーツイベントなど、スポーツイベント毎に更新され 
る最新コレクションを大きなサイネージで配信。もう一つの
サイネージにはニュースや天気、その日に関わる情報を配信 
しています。毎日配信される情報は、通勤客を飽きさせないよう 
に時間単位で配信情報を設定するなどの工夫を凝らしました。
サイネージに映し出されるその日に関する情報は、アマナ 
グループのサービスである「365 Visual DB」（過去の出来事を 
日付単位でシーン・ジャンル別のデータベース）を活用しました。

現存する建造物を平面図、鳥瞰図など、３Dのバーチャルツアー
でこれまでにない視点で体感できるジオウォーク

建造物をありのままの姿で3DCG化
「ジオウォーク」は、実在する空間を特殊なカメラで撮影し、
短納期で3D化できる3DCGモデリングサービスで、Web上で
手軽に閲覧できます。光学撮影と同時に赤外線によるスキャン
を行なうため、3DCG上の任意の２点間の距離情報を把握。
この技術により不動産の現地調査、ホテルの部屋や催場の
管理・紹介、建設現場の施工管理、歴史的建造物や芸術作品
のアーカイブといった用途にも幅広い利用が期待されます。

スペシャルコンテンツ「PARCO THEATER 3D」
東京渋谷のパルコ劇場は、渋谷パルコの建替えに伴い、43年
の歴史に一旦幕を閉じることになりました。劇場に宿る思い
出や歴史を、3DCGモデリング「ジオウォーク」によってその
ままの姿を記録。さらに、立ち入ることのできなかったバック
ステージも含めて映像化され、それぞれの思い出とともに、
パルコ劇場をもう一度より深く体感していただけるコンテンツ
となりました。

PARCO THEATER 3D
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新たなストックフォトサービス
「ForYourImages」（フォーユアイメージズ）

使い方にあわせて選べる料金プランで、ワンランク上の素材を
手頃な価格で提供

写真素材にも量と質が求められるＷＥＢ業界
昨今、企業が自ら情報発信をするオウンドメディアや情報が
集約されたキュレーションメディアは増加しており、日々大量
のコンテンツが配信されています。このような写真素材の使用
機会の広がりと品質向上へのニーズに応えるため、毎月必要
な素材点数にあわせて費用が抑えられる定額制のサブスクリプ
ションプランと、必要な素材の点数分だけ購入できるチケット
プランのシンプルで利用しやすい料金体系と多種多様な写真
素材を取り揃えた新サービスを開始しました。

安心安全な写真素材を手頃な価格で
ForYourImagesは、国内最大級の品揃えと高い品質を誇る 
アマナイメージズが運営する新しいストックフォトサービス。
業界最高水準の審査基準をクリアし、安心安全な写真素材を
手頃な価格で提供しています。WEBコンテンツに限らずあら
ゆる用途に安心して何度でも利用可能です。さらに、選択肢が
少なかった日本人モデルを中心としたオリジナル素材も多数
取り揃えるなどサービスの充実を図りました。

風景 ビジネス 食人物

マルチディスプレイ映像コンテンツ制作
「三菱電機イベントスクエア METoA Ginza」

デジタル技術と多彩なビジュアル表現で16面液晶マルチ
ディスプレイの映像を制作

人感センサーを利用したインタラクティブな映像コンテンツ
2016年3月末日にオープンしたイベントスクエア「METoA 
Ginza」3階通路に設置された16面液晶マルチディスプレイ 
のコンテンツを制作。その大画面には人を感知するセンサーを
利用し、ディスプレイと人の距離や立ち位置、センサーの反応
度合いなどを調整しながら通行人の動きに連動して変化する
映像が映し出されています。

テーマに合わせて変化するビジュアル表現
時期によって変わるイベントスクエアのテーマに合わせて、映像
表現も多彩に変化します。【ボタニカル】のテーマでは、「花」や

「動物」などのイラストを利用し、人の歩く動きで花のサイズ
が変化、動物が動き出すといったイラストレーション表現。

【宇宙】のテーマでは、宇宙を連想する動画やきらきらした
粒子の動き、色味を利用し、ディスプレイ前で立ち止まって
動きを楽しめるインパクトのある表現に。さらに1分間ごとに
パターンが変化し、いつまでも楽しめる工夫がされています。

Space in Ginza
銀座の中の宇宙

Flowers for Ginza
映像と花との美しい出会い

ギ ン ザメ  ト  ア

オリジナル素材多数。まずは「日本人」で検索してみてください

日本人 検索



メディアを基盤とした 
食のソリューションカンパニー料理通信社

食のオピニオンリーダーたち
のアンテナを刺激する雑誌 

『料理通信』
人々のライフスタイルに寄り
添う「食」の時流を捉え、時代
を超えて役立つ、本質的な知
識と深い情報を提示していま
す。食マーケットを動かす食
のオピニオンリーダーたちの
情報源として活用されている
メディアです。

WEBサイトをリニューアル
「The Cuisine Press」
2016年2月、料理通信のWEB
サイトは「食で未来をつくる・
食の未来を考える」をテーマ
に、訪れる人々と共にみんな
でつくるプラットフォームへ
生まれ変わりました。月15万
人が訪れるWEBサイトです。

ブランドの魅力を伝えるイベント
「The Cuisine Press」ユーザーを対象に、サッポロビール 
が販売するシャンパーニュのグランメゾン「テタンジェ」とイ
ベントを開催。話題の実力
派シェフによる料理とシャン
パーニュのマリアージュ体
験は、ブランドの魅力を中心
に、広く食の学びが得られ
るイベントとして、参加者か
ら多くの反響がありました。

メディアで培ったノウハウを企業の企画制作に活用
食専門の「情報」「企画力」と、業界を牽引する食のプロなど食
のオピニオンリーダーとのネットワークを活かし、食の価値を
伝え広める＂食コミュニケーション"をテーマに企画制作・開発
とプロモーションを提供しています。

何度も訪れたくなるレシピコンテンツ
サントリー「金麦」のブランドサイト「金麦スタイル」で展開する
人気コンテンツ「金麦レシピ」の企画制作を担当しています。
料理通信が持つヒトのネットワークを活用し、人気店の女性

オーナーシェフ３人に依頼。何度でも作りたくなるカジュアル
でおいしい金麦に合う料理のレシピサイトとして大人気に。

SNSでブランドの世界観を表現
パナソニックが提案する白物家電「ふだんプレミアム」のイン
スタグラムにおいて食コンテンツの企画制作を担当しました。

試してみたくなるよう
な使い方、楽しみ方、
ライフスタイルを提案
し、ブランドの世界観
を広げ、インスタグラム
のフォロワー数も増加
しました。

月刊誌を中心にWEBやSNS、メルマガを連動させたメディア 
ブランド「料理通信」。約10万人の「食のオピニオンリーダー」と 
つながり、ともによりよい食を追及する活動を推進しています。

料理通信CRM
10万人

作り手
生産者
一次産業

料理通信WEB
『The Cuisine

Press』

料理通信facebook

月刊誌
『料理通信』

twitterメール
マガジン

使い手
料理人
事業社

（メーカー／外食）

食べ手
生活者
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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） （2016.12.31現在） （2015.12.31現在）

流動資産 7,865 7,859
固定資産 4,081 4,911

有形固定資産 2,095 2,494
無形固定資産 1,342 1,596
投資その他の資産 642 819

資産合計 11,946 12,770

（負債の部）

流動負債 6,997 6,338
固定負債 3,368 4,968
負債合計 10,366 11,307

（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 △621 △710
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 △30 △29
非支配株主持分 104 75
純資産合計 1,580 1,463
負債・純資産合計 11,946 12,770

（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
（2016.1.1～2016.12.31） （2015.1.1～2015.12.31）

売上高 21,507 19,645
売上原価 13,184 11,761
売上総利益 8,323 7,884
販売費及び一般管理費 7,814 8,914
営業利益 508 △1,029
営業外収益 48 44
営業外費用 239 196
経常利益 317 △1,181
特別利益 145 118
特別損失 214 274
税金等調整前当期純利益 247 △1,336
法人税等 129 116
当期純利益 118 △1,453
非支配株主に帰属する当期純利益 28 12
親会社株主に帰属する当期純利益 89 △1,466

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2016.1.1～2016.12.31） （2015.1.1～2015.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,695 △460
投資活動によるキャッシュ・フロー △351 △641
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,537 695
現金及び現金同等物の期末残高 1,338 1,551

（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

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。 

65.8%

34.1%

58.5%
(29.9%)

28.1%
(24.9%)

13.2%

ポイント
前期に比べ資産は823百万円、負債は941百万円
減少しました。資産減少の主な要因は、建物及び
構築物、ソフトウエアの減少によるものです。負債
減少の主な要因は、借入金の減少によるものです。
純資産は、前期に比べ117百万円増加しました。
主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の
計上によるものです。

ポイント
売上高は、コンテンツの企画制作及びビジュアル
の企画制作受託が堅調に推移し、前期比9.5％の
増加となりました。売上原価については、提供する
クリエイティブサービスの多様化に伴い外注原価
が増加、販売費及び一般管理費については、稼働
人員数を適正化したことにより人件費、業務委託費
を中心に減少しました。
営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期
純利益はいずれも黒字転換となりました。
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売上高の推移（単位：百万円）

2014.12

2016.12

20,966

21,507

2015.12 19,645
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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 ...................................築山 　充
取締役 ...................................深尾 義和
社外取締役 ..........................増田 宗昭
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

コーポレートデータ
（2017年3月27日現在）

写真って面白い！

日本画の技法×デジタル表現技術
イベント『刀剣乱舞 -本丸博- 』

DMM GAMESが配信するオンラインゲーム「刀剣乱舞（とうけんらん
ぶ）-ONLINE-」初の公式複合イベント『刀剣乱舞 -本丸博- 』の会場 
内で展示されたキービジュアル＆金襖の間のビジュアル制作を、
アマナが担当しました。背景のストックフォトと61振りの刀剣男士
の絵を使用して世界観を統一。日本画風の作品を制作しました。
日本画の専門知識、その技法をデジタルに反映する技術、各パーツ
をまとめクオリティを最大限に引き上げる技術など、各分野に精通し
た人物を集められるのはアマナだからこそ。日本画の技法をデジタル
に反映する技術は、ビジュアル表現の可能性を拡げました。

株式の状況
（2016年12月末）

大株主状況 （上位10名）
株主名 持株数 持株比率

1 進藤博信 1,230,000 24.73%
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 株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000 2.01%
5 株式会社みずほ銀行 60,000 1.20%
6 株式会社桜井グラフィックシステムズ 55,000 1.10%
7 萬匠憲次 51,000 1.02%
8 株式会社三井住友銀行 50,000 1.00%
9 株式会社アマナ役員持株会（紫会） 49,000 0.98%
10 株式会社アマナ社員持株会 36,350 0.73%

合計 2,292,150 46.09%
（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 .................................................................................... 16,081名
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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
特別口座の口座管理機関  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）

©2015-2017 DMM GAMES/Nitroplus

0.0%
0.4%

0.0%
0.1%

0.1%
0.3%4.3%

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
（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。 

99.3%81.4%

13.7%



株式会社アマナ
〒140-0002 
東京都品川区東品川2-2-43
TEL: 03-3740-4011

http://amana.jp/

Printed in Japan
All photographs are the copyright of individual photographers.




