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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。また、
平素は当社グループの事業に多大なご理解とご支援を賜りまして、心から厚く御礼
申し上げます。

ウェブメディアの台頭やライフスタイルの多様化によって、人々や企業のビジュアル
コミュニケーションは大きく変化しています。当社グループでは、静止画から動画
までお客様のニーズに総合的に応えるための企画制作体制を整え、印刷メディアと
テレビ、ウェブなどを組み合わせた「クロスメディア」対応を強化した結果、より付加価
値の高い事業領域を拡大し、2007年度も堅調に売上を伸ばしました。一方利益
面においては、外注費増加などにより当初予想を下回る結果となり、グループ全体の
費用構造の見直しと、シナジーを創出する組織体制の整備が今後の課題となって
おります。そこで当社グループでは「グループ経営の強化」と「経営資源の効率化」の
観点から、今年７月に持株会社制度の導入を実施することにいたしました。

当社グループは、今後とも、社会に役立つビジュアルコミュニケーションの専門家集団
を目指し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう事業に邁進する所存であります。
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2008年3月

代表取締役社長兼ＣＥＯ　進藤博信
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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/company/

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。



3Message from the Management

「amanagroup」への変化は、事業環境の変化と大きく連動しています。ＩＴ技術
やライフスタイルの変化は、ビジュアルコミュニケーション市場にも波及しています。
従来のTV-CMや新聞・雑誌広告だけではなく、ウェブメディアなどを効果的に組み
合わせた「クロスメディア戦略」がプロモーション手法の主流となり、高い表現力とと
もに、様々なメディアへ対応可能な「規模」と「人材」を持つ組織が必要とされるように
なりました。
そこで当社グループは、Ｍ＆Ａや新会社設立により、静止画から動画、企画から画像
資産管理まで多様なソリューションアイテムを取り揃え、ビジュアルに関するニーズに
総合的に応えるための事業基盤を拡充しました。それにより獲得したさらなる技術
力と積極的な新サービスの企画開発によって、価格交渉力を発揮しやすいビジネス
モデルを構築できたと考えています。

Ｑ：2007年のテーマは「グループシナジーの創出」でしたが、どのように取り組みま
したか？
Ａ：現在のマーケットニーズは、「高い表現力」「スピード」「コストダウン」「安全の
確立」に集約されます。その答えのひとつが、アマナグループの提供する「ワンストッ
プソリューション」です。グループの持つ多様なソリューションアイテム・技術力・人材
を組み合わせてお客様にとっての「最適解」をワンストップで提供する、これを可能に
するのが「グループシナジー」であると考えています。
2007年は、営業を担うプロデューサーの人員拡充によって販売チャネルの拡大に
取り組み、広告代理店などのプロフェッショナル層から一般企業を含む法人顧客層
へと、顧客の裾野を拡大しました。ウェブ制作から始まり、そのコンテンツを会社案
内や販売促進ツールに二次利用するという、複数のグループ会社が係わる「シナジー
案件」も増えています。このようにワンストップによる提案力や利便性は、お客様に
とってのメリットになるとともに、私たちにとっても収益機会の拡大につながります。

2007年度  ビジュアル企画制作事例

撮影／ボォワル　デジタル画像制作／アマナ
用途：ポスター・交通広告（株式会社資生堂）

撮影／アキューブ　デジタル画像制作／アマナ
用途：ポスター・交通広告（日本電気株式会社）

撮影／ディップ　デジタル画像制作／アマナ
用途：ポスター（株式会社フジテレビジョン）

2007年度  ビジュアル企画制作事例

企画デザイン／ミサイル・カンパニー
ストックフォト／アノニマス
用途：カレンダー（大和ハウス工業株式会社）

TV-CM企画制作／ハイスクール
ウェブ企画制作／アマナ＋ハイスクール
用途：TV-CM・ウェブスペシャルサイト「野菜MUSEUM」
http://housefoods.jp/products/special/stew/museum/main.html

（ハウス食品株式会社）

Review
Ｑ：2007年度の事業環境と業績について教えてください。
Ａ：アマナグループの事業領域である広告をはじめとするビジュアルコミュニケーショ
ン市場は、国内の景気拡大の持続で堅調に推移するものと予想されましたが、個人
消費の陰りや世界経済の減速懸念などの影響で、予想を下回る結果となりました。
このような事業環境のもと、2006年より連結子会社化したグループ企業とのシナ
ジーの追求を図り、それらを実現する開発型人材の増強を行いました。「ビジュアルコ
ンテンツの企画制作事業」では、ウェブ関連サービスやTV-CMの企画制作など新し
いソリューションアイテムが、順調に売上を伸ばしました。「ストックフォトの企画販売
事業」では、販売を行うウェブサイト「amanaimages.com」の検索機能と自社オリジ
ナルのコンテンツ制作による品揃えの拡充により、売上は順調に推移しました。その
結果、2007年度連結売上高は、前年比24.9％増の162億97百万円となりました。
一方利益面では、外注費などを中心に売上原価が増加し、営業利益は前年比37.7％
減の1億90百万円、減損損失などの特別損失の計上により経常利益は76.8％減の
60百万円となりました。

Our Value & Core Competency
Ｑ：2006年、2007年と「amana」 から「amanagroup」へと組織面で大きく
変化しましたが、何が得られましたか？
Ａ：「トータルビジュアルソリューション」の事業基盤、多様なマーケットに対応できる

「人材・情報」、そして高い付加価値の提供による「価格決定力」と考えています。
2 株式会社アマナ 第38期報告書

代表取締役社長兼CEO　進藤博信

TV-CM企画制作／ハイスクール
ウェブ企画制作／アマナ＋ハイスクール
デジタル画像制作／アマナ
用途：TV-CM・ポスター・ウェブスペシャルサイト
http://www.shiseido.co.jp/ag/

（株式会社資生堂）
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デジタルロッカーにいたるまで、時間や場所に関係なく、安全に多くのデータ交換を行いました。一同
にデータ共有が可能になった結果、納期短縮や配送コスト削減に加え、データの取り
扱いに関する煩雑さも軽減されました。このようなデジタル技術を活用した新サー
ビスの開発で、遠隔地の顧客からの収益機会の増加も見込めると考えています。

What’s Next
Ｑ：2008年のテーマを教えてください。
Ａ：「グループ変革」です。新技術や類似サービスが次 と々登場する市場では、ビジュ
アルに関する独自のノウハウや知識を蓄積して、全社的に活用する組織をつくること
が必要となります。そしてそれが、付加価値の高いサービスを絶え間なく創出する、
競争力の源泉となります。
これから始まるグループ変革は、「組織」「業務」「サービス」における３つの変革を柱と
しています。「組織の変革」では、持株会社制への移行により、事業分野別の戦略、
収益性や結果責任を明確にすることで、グループ経営の強化を行います。「業務の変
革」では、デジタルロッカーの事例のように、デジタル力の積極活用により、私たちとお
客様双方の生産性を高め、収益性の向上を目指します。また「サービスの変革」では、
ストックフォトのウェブ販売の強化や、法人顧客層の拡大に伴う新たなニーズに対応
したサービスの企画開発など、顧客満足度と収益機会の拡大を推し進めます。

「よりよいものを、より早く、よりリーズナブルに」
これからも、私たちの考えるより付加価値の高い「ワンストップソリューション」型
ビジネスモデルの確立に向けて、日々挑戦を続けてまいります。
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■事例：A社カタログビジュアル制作

■デジタルロッカー活用のワークフロー

Strategy
Ｑ：どのような成長戦略を考えていますか？そのためにどのような課題がありますか？
Ａ：「シナジーによるマーケット拡大」と「ソリューションの高付加価値化」です。多様
化・細分化が進むマーケットのなかで、「ソリューションアイテムの拡充」と「販売チャ
ネルの拡大」に注力した結果、グループシナジーによって「トータルビジュアルソリュー
ション」を提供する世界で唯一のビジネスモデルの確立に向け、新たな成長基盤を
整備できたと考えています。
この3年間で、人材は約3倍、売上高は約2.5倍に成長し、同時に社員一人あたりの
生産性も向上しています。一方で、企業の社会貢献度ともいえる、売上高から外注
費など売上原価を除いた付加価値率は、期待通りに伸長していません。競争力であ
る高い表現力を保ちながら、いかに生産性の向上と無理のないコスト削減を行うか。
それが、今後の成長戦略における最大の課題です。

Ｑ：コストの削減と新しいワンストップソリューション型ビジネスモデルへの挑戦、
両立は可能ですか？
Ａ：可能だと考えています。キーワードは、「デジタル化によるワークフローの改善」
です。事例として、お客様との画像交換をウェブ上で行う、「デジタルロッカー」という
サービスをご紹介します。昨年9月の一般公開から、延べ1,200のロッカーが開設
され、社内外約800名に利用されています。

「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」では、「企画→制作→校正→納品→画像管
理」が、一般的なワークフローです。「デジタルロッカー」は、画像データの受け渡しを
ウェブ上で「安全・効率的」に行うための仕組みで、手間とコストが必要とされた制作
～納品プロセス部分を合理化しました。例えば、商品カタログ制作において、印刷・
ウェブ制作を大阪でお客様が中心に行い、商品撮影と画像制作を東京で当社グルー
プが行う案件がありました。担当メンバーは、このロッカーを活用し、提案から納品

4 株式会社アマナ 第38期報告書

2007年度  ストックフォト企画販売事例

使用例：広告

使用例：販売商品

使用例：雑誌表紙
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スタジオ++ 制作事例Imageの略、フルデジタルによる画像制作）によるシミュレーションです。

Ｑ：CGIを活用した新たなサービス事例を教えてください。
Ａ：CGIバーチャル撮影スタジオ「スタジオ++」をご紹介します。「スタジオ++」は、モデル
ルームのように様々なインテリアをもつ仮想空間を顧客ニーズにあわせてカス
タマイズし、貸し出しを行います。撮影やCGIで制作された製品画像を、その
空間に合成することができます。お客様である外資系ブラインドメーカーは、

「イメージにあうロケーションがない」、「撮影用商品の生産コスト・制作期間を
軽減したい」という課題を抱えていました。それに対し、「スタジオ++」による、製品
ブラインドと空間画像のフルCGI制作を提案しました。その結果、イメージに合う
自由な空間表現や制作コスト削減などの効率化が実現され、さらにCGI画像の二次
利用で、他メディアの制作物への展開も円滑化されました。私たちにとっては、従来
は外部流出していたスタジオ費用が売上となり、画像管理を担うことで継続受注も
可能となるなど、まさにウィン・ウィンの関係を築くことができました。

Ｑ：今後の課題について教えてください。
Ａ：「ワークフローの合理化」と「新しい価値の創造」です。多様化・細分化が進む
市場環境への対応は、「手間・時間・コスト」が増加します。仕事の領域が拡大すれ
ば、商品の組み合わせやきめ細やかなマーケット対応が必要となり、営業現場には
大きな負荷となります。しかし、このような提案・問題解決型のビジネスモデルに
よって顧客との継続的な関係を構築し、収益機会を得てきたことも事実です。そこで、
デジタル化によってワークフローを合理化し、その手法を顧客ニーズに対応した

「スタジオ++」のように商品化するなど、「手間・時間・コスト」を回収する仕組みの構
築が課題です。そして、それらの新しい価値を継続的に創出する、高い創造力を持つ
組織に進化させていくことも重要だと考えています。

デジタル画像制作／アマナ
用途：販売促進ツール
オーディオブランド　Denon

（Denon Brand Company, D&M Holdings Inc.）

Ｑ：「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」は、どういうビジネスですか？  
Ａ：「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」は、お客様である広告代理店や、一般企
業などに広告写真をはじめ、デジタル画像や動画、ウェブサイトといったコミュニケー
ションのためのビジュアルを「オーダーメイド」で提供する事業です。受注件数は、
年間で約12,000件ほどです。企画・デザインから、ビジュアル制作、更に画像資産
の管理・運用まで、様々な顧客の問題解決に対応するソリューションアイテムを揃え
ています。現在約170名の営業を担うプロデューサーらが、それらのアイテムを組み
合せ、新聞広告やTV-CM、屋外広告や企業の販売促進ツール、ウェブサイトまで、
様々なメディアを手掛けています。

Ｑ：最近のお客様の抱える問題はどういったものですか？
Ａ：特にメーカーにおいては、制作はプロに任せるという従来のスタンスが変化し、

「他社製品との差別化もできる高品質なビジュアルを、効率的に制作したい」という
要望が高まっています。背景には、消費者による商品の品質やデザインに対する評価
の厳格化と、それらがネットなどにより瞬時に伝達され、製品の売上に直接的に影響
を与えるようになったという状況があります。既に撮影はフルデジタル化され、撮り直
しも比較的容易ですが、撮影現場や演出小物などに希望との相違がある場合は、簡
単に変更ができません。その問題解決のひとつが、CGI（Computer Generated 

6 株式会社アマナ 第38期報告書

ビジュアルコンテンツの企画制作事業
「ＣＧＩの活用」　
深作一夫　株式会社アマナ　営業本部 本部長

（スタジオプラスプラス）



9Business Frontier

amanaimages.com総売上高の25％にまで成長しています。

Ｑ：検索システムにはどんな特徴がありますか？
Ａ：「キーワード」以外にも、複数の検索パラメータがあります。例えば「構図と色」、

「感性」を用いるユニークな検索は、業界初のシステムです。「構図と色」検索では、
ラフスケッチや他のサイト画像など様々な画像をもとに、言葉に頼ることなく検索で
きます。また「感性」検索では、「さわやかな」「ワイルドな」といった形容詞による印象
と、「一般的」「個性的」といった表現手法で分類された写真から、自分の感性に近い
画像の検索が可能です。パラメータは単独よりも組み合わせにより、より早く、的確に
画像を入手できる仕組みになっています。今後も多彩な検索システムによる機能性
向上に加え、より使い易いインターフェースの開発を続けていきます。

Ｑ：今後の課題について教えてください。
Ａ：「提案型アプローチの導入」と「マーケットセグメント別の対応」です。従来は
主要顧客であるプロ層を意識したサイトづくりを行っていましたが、今後は様々な
顧客層に向けた、利便性の強化が課題となります。例えば、容易に、意外性をもって
画像を発見していただく、「提案型アプローチの導入」です。「何でもあります、探してく
ださい」ではなく、「これがおすすめです！」といった提案機能の追加により、検索時の
負担を軽減します。そして、「マーケットセグメント別の対応」です。既に「プロ向けの
amanaimages.com」や「在宅デザイナーなどの限定顧客層向けのdaj.ne.jp」など、
顧客セグメント別にサイトを運営しています。今後はさらに、教育、旅行といったコン
テンツが消費される業界セグメント別に、細分化した営業戦略を立案します。教育
業界であれば「少子化」など、お客様の先にある消費者ニーズまで含めた社会トレン
ド分析が必要です。このように「amanaimages.com」の改善を主軸にして、多様化
するマーケットに対応した、デジタル時代のビジネスモデルを推し進めていきます。 構図と色検索

感性検索
（EVE検索）
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Ｑ：「ストックフォトの企画販売事業」は、どういうビジネスですか？   
Ａ：「ストックフォトの企画販売事業」は、写真・イラストなどの著作物を、有償で
提供する「レディメイド」型事業です。主に国内外の契約クリエイターからの預託
や提携会社からの提供、そして自社制作による多数のストックフォトで構成されて
います。これらのコンテンツをウェブサイト「amanaimages.com」や「daj.ne.jp」、
コールセンター、契約販売代理店、営業部門などの販売チャネルを通じてお客様に
提供しています。雑誌広告やポスターから社内報、最近では社内プレゼン用など
利用目的の拡大に伴い、広告会社や出版社でビジュアル制作に携わるプロの方から、
会社広報や営業担当の方へと顧客層も多様化しています。

Ｑ：アマナイメージズの強みはどこでしょう？   
Ａ：国内最大規模のコンテンツ数、そして優れた検索・販売機能を誇るウェブサイト

「amanaimages.com」です。同サイトは、膨大なコンテンツを多様な検索方法で
選び出し、24時間購入可能という高い利便性を実現しています。また著作権管理
サービスの充実度から、「安全の提供」においても評価をいただいています。取り扱い
コンテンツは、風景からニュースまで幅広く、あらゆるビジュアルニーズに対応してい
ます。2000年からウェブ販売を開始し、会員登録数は2008年1月末現在で約9
万人となりました。売上は「amanaimages.com」と「daj.ne.jp」を合わせ、当事業

ストックフォトの企画販売事業
「多様化するマーケットへの対応」　
小羽真司　株式会社アマナイメージズ　事業推進本部　本部長
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グループの組織再編を実施することにいたしました。
2008年7月1日(予定)より、当社はグループ全体の連結業績
を管理する持株会社に移行し、株式会社アマナホールディング
スに商号変更を行い、引き続き上場会社となる予定です。同時
に事業グループを、ビジュアルコンテンツの企画制作事業会社と
ストックフォトの企画販売事業会社の2つに再編し、社内外か
らもわかりやすい組織体制といたします。そこにいたる組織再

編の一環として、2008年4月よりビジュアルコンテンツの企画
制作事業グループの株式会社カブラギスタジオが株式会社アズ
レイに商号変更を行い、営業本部を株式会社アマナ営業本部に
統合、そして6月には株式会社アクシアの業務が株式会社アマナ
に移行いたします。また、４月にはストックフォトの企画販売事
業グループのデジタルアーカイブ・ジャパン株式会社が株式会社
アマナイメージズに移行する予定です。

㈱アマナ

管理部門

営業部門

制作部門

制作事業（静止画・動画）

企画･制作事業

その他

ビジュアルコンテンツの企画制作事業グループ

ストックフォトの企画販売事業グループ

※平成20年4月1日（予定）に株式会社アマナイメージズがデジタルアーカイブ・ジャパン
　株式会社を吸収合併（存続会社：株式会社アマナイメージズ）いたします。

㈱アマナ
ホールディングス

管理部門

ビジュアルコンテンツの企画制作事業グループ

制作事業
（静止画・動画）

企画･
制作事業

その他

㈱アズレイ

㈱アウラ

㈱アキューブ

㈱アン

㈱スプーン

㈱ディップ

㈱ヒュー

㈱ボォワル

㈱ナブラ

㈱ハイスクール

㈱エイ・アンド・エイ

㈱ミサイル・カンパニー

㈱ニーズプラス

㈱エンタアークス

㈱アマナ
（新設会社）

営業部門

制作部門

ストックフォトの企画販売事業グループ
㈱アマナイメージズ ㈱アイウェスト

デジタルアーカイブ・ジャパン㈱  ※

㈱アノニマス

㈱ネオビジョン

amana productions inc.

㈱アイリード

㈱アズレイ（旧㈱カブラギスタジオ）

㈱アウラ

㈱アキューブ

㈱アン

㈱スプーン

㈱ディップ

㈱ヒュー

㈱ボォワル

㈱ナブラ

㈱ハイスクール

㈱エイ・アンド・エイ

㈱ミサイル・カンパニー

㈱アクシア

㈱ニーズプラス

㈱エンタアークス

bin㈱

㈱アマナイメージズ

㈱アイウェスト

㈱アノニマス

㈱ネオビジョン

amana productions inc.

㈱アイリード

分割前の組織 （2007年12月末） 分割後の組織 （2008年7月予定）
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私たちアマナグループは、「トータルビジュアルソリューション」を提供する世界唯一の
企業グループとして、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取り組
んでまいりました。

2007年においては「amana」から「amanagroup」へと成長を目指し、「グループシ
ナジーの創出」を経営テーマに取り組みを強化した結果、ウェブ関連事業での順調
な売上増や新たな顧客層の拡大など、営業面において多くの成果を達成いたしまし
た。さらに「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」
各事業における事業所の統合や、アマナを含む連結会社23社の管理業務の集約に
よる合理化など、今後の「グループ改革」につながる組織基盤の整備も順調に進捗し
ております。

今後さらなる飛躍を実現するためには、顧客ニーズの多様化、加速するデジタル技術
の進歩などの市場の変化に対する柔軟な対応と、これまで以上に迅速な意思決定や
機動的な経営体制が必要です。さらに各事業の業績や課題を的確にとらえ、グルー
プ戦略に反映できる「グループ経営の強化」が不可欠です。そのような認識のもと、
各連結子会社の独自性を維持しつつ、グループシナジーを最大化する戦略的マネ
ジメントがグループとしての企業価値向上に不可欠と考え、持株会社制度の導入と

株式会社アマナホールディングスへの移行について
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■連結＞要約損益計算書

■連結＞要約キャッシュ・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
現金及び現金同等物の期末残高

△

△

△
△
△

△

（単位：千円）

（単位：千円）

（2007.1.1～2007.12.31） （2006.1.1～2006.12.31）
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（単位：百万円）

■営業利益（単位：百万円）

2007.12 16,297

13,046

9,450

190

306

596

2006.12

2005.12

2007.12

2006.12

2005.12

売上面では前年同期に比べ24.9％の増加とな
りましたが、収益面では外注費を中心に原価率
が増加した結果、営業利益は前年同期に比べ
37.7％の減少となりました。商品の制作・販売
フローが、従来のアナログ方式から効率的な
デジタル方式への移行途上にあり、コストが
重なることがその一因となっております。

特別損失には、連結子会社ののれんの減損損失
等が計上されています。

（2007.1.1～2007.12.31） （2006.1.1～2006.12.31）
当期 前期
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決算の状況

■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。

（2007.12.31 現在） （2006.12.31 現在）
当期 前期

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

△ △

（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

（純資産の部）

流動負債
固定負債
負債合計

（負債の部）

■財政状況

資産

※（　）内は有利子負債

負債

流動資産

流動負債 固定負債

固定資産

純資産合計

35.5％
（20.6％） 33.4％

61.5％ 38.5％

31.1％
（30.9％）
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フォトグラフィーソリューション　ビジュアルコンテンツの企画制作事業

その他のソリューション　ビジュアルコンテンツの企画制作事業

ストックフォトソリューション　ストックフォトの企画制作・販売事業

株式会社アマナイメージズ 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 デジタルアーカイブ・ジャパン株式会社amana productions inc.株式会社アノニマス

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
（4月1日より㈱アズレイに商号変更）

株式会社ディップ

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

bin株式会社
ブランド・商品プロモーション

の企画制作

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

株式会社ハイスクール
TVCMの企画制作会社

株式会社ナブラ
CG映像制作

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

株式会社ニーズプラス
モデルのキャスティング

アマナグループ連結対象子会社 （2007年12月末）
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■個別＞要約賃借対照表 ■個別＞要約損益計算書

流動負債
固定負債
負債合計

（負債の部）

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

（資産の部） （2007.12.31 現在） （2006.12.31 現在）

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

当期 前期
（2007.1.1～2007.12.31） （2006.1.1～2006.12.31）

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。

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

■利益処分

（総会承認日：2008.3.22） （総会承認日：2007.3.24）
当期 前期

△

△

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

△△

△
─

△

△

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
負積純資産合計

（純資産の部）

△ △
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コーポレートデータ

■取締役および監査役

■会社概要
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

株式会社アマナ
〒140-0002　
東京都品川区東品川2-2-43
総務部
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
東京証券取引所  マザーズ
（証券コード：2402）

（2008年3月22日現在）

代表取締役 兼 CEO
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
常勤監査役
監査役

進藤 博信
閑野 欣次
児玉 秀明
岩永 行博
高橋 進
藤井 正敏
堀内 洋司
山内 悦嗣
中野 雄
佐藤 成男
長沢 勝利 ダイムラー・ファイナンシャル

サービス日本㈱ 監査役

㈱ミュージック・プラザ監査役

ソニー㈱取締役 公認会計士

㈱堀内カラー代表取締役社長

「写真って面白い！」

東川町は、北海道のほぼ中央に位置する大雪山国立公園の自然に恵まれ
た町です。美しい風土と豊かな心をはぐくむことで写真写りのよい町づく
りを目指そうと、1985年「写真の町」宣言をし、毎年夏に「東川町フォト
フェスタ」や「写真甲子園」などを開催しています。東川町フォトフェスタで
は、国内外の優れた写真作品（作家）に「東川賞」が授与されます。会期中
は、作品展、ワークショップ、写真による自然観察講座など訪れる人々に多
彩なプログラムで写真文化の魅力を伝えています。また受賞対象作品の
オリジナルプリントは、住民との友好のしるしとして町に寄贈されています。
それらは「東川コレクション」としてギャラリーに収蔵･公開し、他地域の
美術館との展覧会交流にも活用されています。

■北海道東川町ホームページ　
http://town.higashikawa.hokkaido.jp/

アマナグループは、「写真」を通じて「伝わる」
コミュニケーションを広める一環として、東川
町との交流を続けてまいりました。また株主
優待制度では、東川町の産地直送の食料品
詰合せを贈呈いたします。
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株式の状況 （2007年12月末）

■大株主状況 （上位10名）

■株式のご案内

株 主 名 持 株 数 比 率
有限会社生活情報研究所 
進藤 博信 
株式会社アマナ（自己株口）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
株式会社桜井グラフィックシステムズ
株式会社堀内カラー
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

萬匠 憲次
合計

1

2

3

4

5

6

7

10

決算日

基準日

配当金受領株主確定日

株主名簿管理人

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

発行可能株式総数
発行済株式数

21,620,000株
5,408,000株

2,673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
中間配当金を支払う場合は、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: 0120-288-324（フリーダイヤル）
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 本店および全国各支店

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

45.74％
40.89％

6.18％
7.19％

2.21％
0.37％

0.82％

96.60％

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

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

8

9

941,100

587,200

435,069

360,000

140,900

120,000

100,000

75,000

2,928,669

86,700

82,700

17.40%

10.85%

8.04%

6.65%

2.60%

2.21%

1.84%

1.38%

54.15%

1.60%

1.52%
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