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Message from the Management

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。

当社は､2008年度の経営目標「グループ変革」のもと､7月1日をもって持株会社体制 
に移行するとともに、社名を「株式会社アマナホールディングス」に変更して新たな 
スタートを切りました。景気悪化が深刻さを増す状況下、当初の予定通り、「ワンストップ 
ソリューション」「合理化・効率化」「安全性」をキーワードに、組織・業務・サービスにお 
いて様々な変革を断行しました。顧客ニーズの多様化やデジタル技術の進歩など市場 
の変化に迅速に対応した事業展開を推し進め、全社的なコスト削減と効率的な組織
再編を加速した結果、下半期のみの連結営業利益および経常利益においては黒字に
好転いたしました。

景気は当面調整局面が続く厳しい事業環境と考えますが、2004年から続いたグルー 
プ経営戦略の基盤構築がほぼ完了し､2009年度は新たな成長に向けた戦略年度と 
位置づけています。当社グループは、今後も緩むことなく全社一丸となってマーケット 
の変化を先取りし、大胆かつ確実に進化や見直しに取り組むことで､2009年度の売上
高12,500百万円、営業利益470百万円の達成を目指します。

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

2009年3月

代表取締役社長兼グループCEO　進藤博信
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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。
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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。
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■ビジネスモデル

「ストックフォトの企画販売事業」では、ウェブサイトでの販売件数が伸びる一方、低価 
格帯の商品にシフトする傾向が見受けられるようになり、売上高は前年比4.2％減の
4,667百万円のとなりましたが、事業所の統廃合による業務効率化や仕入率引き下
げが寄与し、原価率は0.8ポイントの改善が見られました。
その結果、当期の連結業績は、売上高が15,567百万円(前期比730百万円減)とな
り、売上原価および販管費及び一般管理費については、新しいマーケットに対応した
撮影スタジオ増設による賃借料などの増加の影響により、営業損失は101百万円(同 
営業利益比292百万円減)、経常損失は320百万円(同経常利益比381百万円減)と 
なりました。グループ変革関連費用および減損損失等637百万円を特別損失に計上
しましたが、当期純損失は1,098百万円と前期に比べ259百万円の改善となりました。

Strategy
Ｑ：なぜ、2008年の経営目標を「グループ変革」にしたのですか？
Ａ：2007年までに、静止画から動画まで取り扱う「ソリューションアイテムの拡充」と、 
広告代理店など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「販売チャ
ネルの拡大」による事業基盤の拡大に注力した結果、この3年間で売上高は2.5倍、
人材は3倍に成長しました。一方で、企業の社会的貢献度ともいえる、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せず、収益性の改善に課題
がありました。
今後の私たちの競争力であるワンストップソリューションのビジネスモデルと高い表現 
力を維持しながら、いかに生産性を向上させ、コスト削減を行うか。また、より多様化・ 
高度化する顧客ニーズや加速するデジタル技術の進歩や新技術の登場など市場の大
きな変化に対応し続けるには、これまで以上に迅速な意思決定や機動的な経営体制
が必要となります。経営資源の活用効率の最大化と今後のさらなる成長の実現、その
解決策が「グループ変革」でした。

「グループ変革」の実施「グループ変革」の実施

進藤博信　株式会社アマナホールディングス　代表取締役社長兼CEO

Review
Ｑ：2008年度の事業環境と業績について教えてください。
Ａ：2008年度の日本経済は、米国経済の減速や原材料価格の高騰などの影響により
先行きの不透明感を増しました。当社グループの属する広告業界においても、企業の
抑制的な出稿スタンスが強まり、厳しい経営環境下にあります。
そのなかで当社グループは変化を先取りし、今期の経営目標である「グループ変革」を 
一層加速しました。持株会社制による組織基盤の整備やデジタル化の推進による制
作・販売の合理化などによって、機能軸・事業軸の両面からグループ戦略を展開し、持 
続的成長を可能とするビジネスモデルの確立に注力いたしました。その過程において、 
いち早く7月から、売上原価・販売費及び一般管理費について経費内容を見直し、役
員報酬の削減、人員の適正配置および削減、事業所の統廃合、ストックフォト仕入率
の引き下げなど年間1,200百万円の経費削減に向けた施策を実行しました。これら 
の活動が本格的に顕在化するのは2009年度からですが、当下半期においては、上半期 
と比較して売上原価は12.6％、販売費及び一般管理費は17.0％減少し、当初の計画 
180百万円を上回る約392百万円の削減効果を実現して、下半期のみの連結営業
利益・経常利益においては黒字に好転しました。
事業セグメント別では､「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」において、全社的な
受注・売上高の伸びが鈍化する中、当社グループが優位性を持つ撮影・デジタル画像
制作を中心として受注に注力しましたが、売上高は前期比4.7％減の10,900百万円 
となりました。売上原価は、コスト削減に注力した結果、前期とほぼ同じになりました。 
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2008年度 ストックフォト企画販売事例成長に向けた戦略年度と捉えています。
全社員が一体となったマーケットニーズへの対応と、高収益体質への改善が課題で
あり､｢マーケット視点の強化・拡大」がテーマです。多様化・高度化するマーケット 
ニーズを鋭敏に捉え、顧客の課題をより深く理解し、総合的で質の高いソリューション
を提供する力を高めることと、意識改革です。
広告業界においてTV-CM等のマス媒体の成長は鈍化していますが、ウェブ広告など 
はここ数年成長を続けています。また、景気の減速から顧客は合理化に向かい、マーケ 
ットニーズは「表現力」「スピード」「コストダウン」「安全」にさらに集約されていきます。 
しかし、そのスピードや選択は顧客毎にまちまちですから、マス媒体とウェブ等新しい 
媒体双方への対応や、現物撮影とフルデジタル画像制作といったアナログとデジタルの 
両方の手法の用意など、きめ細やかな対応とそれを可能とする体制づくりが必要です。
そしてこのような複雑な状況への対応で収益性の低下を招かぬために、コストコント
ロールセンターの設置や、営業と制作が一体となり、情報・技術・知識を集合知とし、
最大限に活用して営業力を向上する新たな仕組みづくり、業務効率を高めるソリュー 
ション開発に取り組んでいます。また、よりマーケットに近い若い世代の経営陣への
登用など、すでに各業務グループ内での組織体制の構築にも着手しています。
2009年は当社創業30周年の記念の年です。景気は当面調整局面が続く厳しい事
業環境と考えますが、これまでと変わらず様々な施策を堅実に実行しながら、さらなる
競争力の強化とマーケット拡大に向けて、日々挑戦を続けます。
そして今後とも、社会が必要とする新たなソリューションを提供しつづける企業グループ
を目指してまいります。

Ｑ：どのような改革が行われましたか？
Ａ：「ワンストップソリューションのビジネスモデル」「デジタル化による合理化・効率化」 

「安全性の確立」を成長戦略のキーワードに､｢グループ経営の強化」の目標のもと、組
織・業務・サービスの領域において様々な変革を推進しました。
まず持株会社制への移行による組織改革を行い、最大25社あったグループ会社を17 
社に統廃合しました。2009年1月には、「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」を
撮影・デジタル画像制作などを主力サービスとする「ビジュアルコンテンツの制作」業
務グループ（株式会社アマナ）とウェブにおける広告プロモーションの企画制作などを 
主力サービスとする「ウェブ広告プロモーションの企画制作」業務グループ（株式会社
アマナインタラクティブ）に分割しました。この再編により､｢ストックフォトの企画販売 
事業」業務グループ（株式会社アマナイメージズ）とともに､2事業3業務グループ体制 
にして事業分野別の戦略、収益性や責任説明を明確にしました。各社の独自性を維持
しながら、事業展開と連携を図る戦略的グループ管理体制が強化されました。
業務・サービスの変革においては、時間や場所に関係なく安全に制作・納品データ等
の交換を可能とする「デジタルロッカー」の利用を促進させるなど、当社グループと顧
客双方にとって生産性の向上とコスト削減となる施策を、主にデジタル化の推進によ 
って実行しました。また、ISO27001の認証取得等、サービスの「安全性の確立」の
強化も行いました。
これらの改革により、事業所の統廃合による賃借料の圧縮、人材の適正配置や削減
なども同時に可能となり、競争力を低下させることなくスリムで強い組織に変化をし
たと考えています。

What’s Next
Ｑ：2009年の課題とテーマを教えてください。
Ａ：時代の要請に対応したビジネスモデルと組織はほぼ確立し､2009年度は新たな

2008年度 ビジュアル企画制作事例
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撮影／ディップ　CG制作／ボォワル
用途：雑誌広告、パンフレットなど（株式会社コーセー）

撮影／アウラ　CG制作／アマナ
用途：交通広告、ウェブ広告など（キリンビール株式会社）

撮影・CG制作／ディップ　モデルキャスティング／ニーズプラス
用途：交通広告など（ソニーマーケティング株式会社）

使用例：ポスター、交通広告

使用例：書籍

使用例：カレンダー
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案件毎に両者がチームを組み、フォトグラファーの空間や光に対する感性とCGクリエ 
イターの技術と表現力が結集されています。このような集合知の活用によって、商品 
写真のようなカット写真からクリエイターの世界観が必要な広告写真まで、幅広い
マーケットに常に新鮮で高いクオリティのビジュアルコンテンツを提供できます。

Ｑ：CGを活用した事例を教えてください。
Ａ：バーチャル撮影スタジオ「スタジオ++（プラスプラス）」(オーダーメイドの仮想モデル 
ルーム制作･レンタル)とCADデータの活用についてご紹介します。ある家電メーカー 
では、新製品のPRサイトに採用いただきました。仮想のモデルルームを背景とし、CAD 
データをもとにCGにより制作した製品画像を組み合わせ、サイト上の空間を作り上 
げました。また、デジタルですので画像を動かすこともでき、商品をよりわかりやすく 
見せることができました。CADデータの活用は、自動車メーカーの新車のＰＲや広告 
に使用されることもあり、モデル車の制作費削減、画像の流出リスク回避、変更の容易 
さ、PR開始の早期化など、合理化による様々なメリットを提供しています。「表現力」 

「スピード」「コストダウン」「安全」といった、現在のマーケットニーズに充分に対応する
ソリューションアイテムを取り揃えていると自負しています。

Ｑ：今後の課題について教えてください。
Ａ：「人材育成」と｢マーケットセグメンテーション戦略」です。特に、人材育成とマネジ 
メント体制の整備は急務と認識しています。今後の成長には、多様化・細分化が進む 
市場環境において、顧客・当社双方の「手間、時間、コスト」を削減しながら、かつきめ 
細やかな対応ができる体制の強化が不可欠です。そのために、様々な顧客に対して 
最適な問題解決を提供する真のプロフェッショナル人材の育成とマネジメント体制の 
構築、そしてマーケットニーズの詳細な分析や価格･商品戦略を含めたマーケティング
の継続と知識の共有が必要と考えています。

ビジュアルコンテンツの企画制作事業　
「ビジュアルコンテンツの企画制作」業務グループ
深作一夫　株式会社アマナ　代表取締役社長

Ｑ：「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」は2業務グループに分割されましたが、
アマナはどのような業務内容となりますか？ 
Ａ：「ビジュアルコンテンツの企画制作事業」は、顧客である広告代理店や、一般企業
などに広告写真をはじめ、コミュニケーションに必要なCG（デジタル画像）や動画、 
ウェブサイトを「オーダーメイド」で提供する事業です。企画・デザインから、ビジュアル 
制作、画像資産の管理・運用まで、顧客の問題解決のために多様なソリューションアイ 
テムを提供しています。営業を担うプロデューサーが、アイテムを組み合せ、新聞やＴＶ 
広告、屋外広告や企業の販売促進ツール、ウェブサイトまで、様々な媒体に使われる 
ビジュアルコンテンツの提供を手掛けています。その中で、アマナは競争力と収益性 
の高い撮影とCG制作などを主力サービスとする「ビジュアルコンテンツの企画制作」
業務を担い、グループ11社で構成されています。

Ｑ：競争力の高さはどこにありますか？
Ａ：クリエイティブにおける「高い表現力」と「多様性」にあると考えています。現在アマナ 
を中心に11社のビジュアル制作に関わる会社、約200人のクリエイターが多様な個性 
を発揮し、互いに切磋琢磨し表現力を高めています。とりわけ撮影はアマナグループの 
創業当時からのサービスですから、長年の知識と技術が蓄積されています。また、フォト 
グラファーとCGクリエイターの融合も強みです。例えば当業務グループのCG制作は、 

7Business Frontier

企画・デザイン／ミサイル・カンパニー（持分法適用会社）
CG制作／アマナ＋スプーン　ストックフォト／アマナイメージズ
用途：雑誌広告（トヨタ自動車株式会社）

Business Frontier
Q&A
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制作事例

CG制作・ウェブ企画制作／アマナ
用途：パンフレット、ウェブ広告
http://av.hitachi.co.jp/tv/l_lcd/4style/main.html

（株式会社日立製作所）



Ｑ：アマナインタラクティブにはどのような強みがありますか？
Ａ：アマナグループのもつ撮影・CG・ストックフォトといった豊富なソリューションアイ 
テムと充実した施設・人材を、最大限に活用できることが強みです。ウェブによるキャン 
ペーンサイトを中心に、TV-CMや雑誌広告との連動だけでなく、イベント・街頭キャン 
ペーン・販売促進ツールなど、複数の媒体や表現を用いるクロスメディアの企画制作 
においては、アマナグループのワンストップソリューションの提供は競合他社との圧倒
的な差別化になります。
また、人材面でも表現力にこだわりを持つディレクター・デザイナー・編集者など専門 
性の高いクリエイターが揃っています。それらの人材が企画制作を行うため、アマナ 
グループの表現力の高い撮影・CGを用いる機会も増加し、他業務グループ各社の受注
拡大にも貢献すると考えています。

Ｑ：今後の課題について教えてください。
Ａ：「メディア・ニュートラルな新しい発想を持つ企画制作会社」という、マーケットでの 
ポジションの確立です。当業務グループの会社は、業務内容に各社特色があります。
ウェブの企画制作に強みを持つアマナインタラクティブ、動画に強いハイスクール、販
売促進分野に強いA&A、各社が特色を発揮しながら、自社の得意分野での営業活動
に傾注しすぎることなく、全社が顧客に対し最適なクロスメディア型の提案ができる
営業戦略と、グループ内で顧客情報を共有し収益機会を逃さない営業体制の構築が
必要と考えています。また、アマナグループのワンストップソリューションを最大限に 
提供できるよう、撮影とCGが連動するウェブのキャンペーンサイトの企画制作の受注 
拡大に注力するなど、マーケットを選別した営業活動を行うことで、早期の収益構造
の明確化とポジションの確立を推し進めてまいります。

ビジュアルコンテンツの企画制作事業
「ウェブ広告プロモーションの企画制作」業務グループ
澤幸宏　株式会社アマナインタラクティブ　代表取締役社長

Ｑ：2009年1月5日に設立されたばかりですね、どのような業務内容ですか？ 
Ａ：アマナインタラクティブは、アマナから「ウェブ広告プロモーションの企画制作」業務 
が分割され、設立された会社です。ウェブにおける広告プロモーションを軸としたクロス 
メディア広告の企画制作を中心に､TV-CMや動画制作、販売促進ツールを中心としたグ
ラフィックの企画制作など企画色の強い業務を行い、グループ3社で構成されています。
顧客企業から直接受託するだけではなく、アマナイメージズ・アマナの両社からも企画 
案件を受託し、その企画で使用するストックフォトや撮影・CGを両社に委託すると 
いう、グループシナジーを創出する役割もあります。つまり、「コンテンツの企画力」で
アマナグループのソリューションアイテムをパッケージ化する業務を担っていきます。

Ｑ：クロスメディア広告とはなにですか？
Ａ：ウェブ･TV-CM・新聞・雑誌など様々な媒体を複合的に利用する広告手法です。
消費者のライフスタイルや価値観が多様になった現在、企業も生活者の行動に合わ
せて、伝えたいメッセージを伝えたいターゲットに、複数の媒体や表現を用いて効果
的に発信していく時代になりました。複数の媒体によって相乗効果が生まれ、単体 
での広告活動よりも高い効果を狙うことができます。伸び悩むTV-CMなどひとつの
媒体でのマス広告に対して、ウェブを用いたキャンペーン広告などの成長は著しく、今後
の拡大が期待される領域です。

9Business Frontier

Business Frontier
Q&A

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、ウェブ広告（株式会社資生堂）

ウェブ企画制作／アマナ　用途：ウェブ広告
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/s60_touch/

（株式会社ニコン）

ウェブ企画制作／アマナ
用途：ウェブ広告
http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/touch/channel/default.mspx 

（マイクロソフト株式会社）
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またストックフォトだけではなく、小規模予算にも対応可能な撮影・取材・原稿執筆等 
によるコンテンツの提供、さらには印刷物・ウェブ制作サービス業務も提供し、サービス 
とコンテンツをパッケージ化しています。新聞・雑誌マーケット向けには海外有名人の 
ストックフォトとインタビュー記事のパッケージや、商品カタログ等制作においては低 
価格帯の撮影とストックフォトを共に提供するサービス、ストックフォトを使用した販売 
促進ツール制作のレタッチサービスなども行っています。また、撮影・取材・執筆ニーズ 
にワンストップ対応するユニークな受託制作として、女性クリエイターだけで組織化し
た「女子撮影隊」「女子取材隊」があります。「女性のフォトグラファーを探してほしい」、

「取材まで対応して欲しい」という、美容業界を中心とした新しいニーズに対応してい
ます。女性ならではの視点と感性を競争力として、デザイナーを中心とするプロの方
のみならず、一般企業のコミュニケーション担当者へとマーケットの拡大を図ります。

Ｑ：今後の課題について教えてください。
Ａ：「多様化した顧客層とニーズに対応する提案力の強化」が課題と考えています。現 
在は景気減速により広告制作予算にも影響がみられ、一般企業をはじめとする幅広い 
マーケットにおいて、ストックフォトの利用増加や、それに付随する新しいニーズが発生 
しています。この状況において、今後の業績拡大のため従来のコンテンツ提供中心の
業務内容から、「オンラインで、様々なソリューションを提供する」というコンセプトの
もと、新たな事業展開を図っています。そのためにはソリューションアイテムの拡充も 
必要ですが、単に企画から制作まで幅広いアイテムを取り揃えただけでは、アマナや 
アマナインタラクティブの受託型業務との違いが明確ではありません。そこで当社は、 
ウェブの特性を活かした「オンライン上でのソリューションの提供」を主軸とする事業
展開と一層の業務効率の改善に注力し、さらにきめ細やかなマーケットの分析、取扱
アイテムの多様化や業務提携の加速を推し進め、事業の裾野を拡大してまいります。

ストックフォトの企画販売事業
「ストックフォトの企画販売」業務グループ
小羽真司　株式会社アマナイメージズ　代表取締役社長

Ｑ：「ストックフォトの企画販売事業」は、どのような展開をしていますか？ 
Ａ：「ストックフォトの企画販売事業」は、契約フォトグラファーやイラストレーターなど 
による著作物を、有償で提供する「レディーメイド」型事業です。風景・人物・ライフスタ 
イル・著名人・ニュースなど、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、そして自社製作による多数のコンテンツで構成されています。これらのコンテンツ 
をストックフォトの検索・販売に特化したウェブサイト「amanaimages.com」を中心
に、コールセンター・契約販売代理店・営業部門などの各販売チャネルを通じて顧客
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、広告制作のプロの方から、出版社や会社広報担当の方へと顧客層も多様化して 
います。それと共に顧客ニーズも多様化し、コンテンツの販売だけでなく、使用写真の 
権利処理、商品開発の企画などの新たなソリューションへの要請が高まり、展開は多
岐にわたっています。

Ｑ：どのような新ソリューションを開発していますか？  
Ａ：「サービスとコンテンツのパッケージ化」をコンセプトに、ストックフォトを用いた新
たなソリューションを開発しています。例えば、SNS事業社や郵便事業会社との業
務提携では、オンラインでの新しい年賀状サービスにストックフォトを提供しました。

11Business Frontier

Business Frontier
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使用例：郵便切手

使用例：商品化　ランドリーバッグ、ノートなど

使用例：ゲームソフト

10 株式会社アマナホールディングス 第39期報告書

制作事例



■ 連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （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。

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
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
(2008．12.31現在)

1,049,848
△1,195,250

243,847
△1,865
96,579

1,930,124
2,026,704

前期
(2007．12.31現在)

144,153
△ 913,239
1,069,782

803
301,499

1,628,625
1,930,124

■ 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
少数株主利益又は少数株主損失
当期純利益

当期
(2008．12.31現在)

15,567,229
8,780,724
6,786,505
6,888,450
△ 101,944

68,484
287,163

△ 320,624
30,910

637,189
△ 926,903

139,816
72,640

△ 41,214
△1,098,146

前期
(2007．12.31現在)

16,297,294
9,214,095
7,083,198
6,892,655

190,543
46,079

176,094
60,527
24,966

1,204,958
△1,119,464

76,638
116,863

45,015
△1,357,980

■売上高（単位：百万円）

■当期セグメント別売上高（単位：百万円）

2008.12 15,567

16,297

13,046

2007.12

2006.12

売上面では急激な市場変化の影響を受け、対前
年比4.5％の減少となりました。しかしながらグル
ープ経営の強化に係る変革の加速により、売上
原価・販売費及び一般管理費において様々な削
減施策を実行した結果、当期においては当初計画
を上回る約392百万円の削減効果となりました。
これらの活動の効果は翌期から本格的に顕在化
し、年間1,800百万円程度の削減効果を予定して
おります。

10,900

4,667

ストックフォトの企画販売事業

ビジュアルコンテンツの企画制作事業

■ 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
（2008.12.31 現在）

6,062,163

4,476,045

2,212,896

1,546,770

716,377

10,538,208

4,676,744

3,107,572

7,784,316

1,097,146

1,334,988

449,163

△265,119

137,713

2,753,891

10,538,208

前期
（2007.12.31 現在）

73,111,912

4,577,243

1,656,065

2,115,110

806,067

11,889,156

4,223,798

3,697,405

7,921,204

1,097,146

1,334,988

1,606,985

△297,583

226,416

3,967,952

11,889,156

資産は、主として売上債権等の流動資産の減少
により、前期末比で1,350万円減少しております。
負債につきましては、現金及び現金同等物は、収
入面では借入れによる収入が主なものとなってお
り、支出面では有形・無形固定資産の取得が主な
ものとなっております。

■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

44.4%
（26.3%） 26.1%

57.5% 42.5%

29.5%
（29.3%）
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株式会社アマナホールディングス
純粋持株会社

株式会社アイウエスト
関西マーケット拠点の
ストックフォト企画販売

amana productions inc.
ニューヨーク拠点の
ストックフォト企画販売

株式会社エイ・アンド・エイ
SPツール企画制作

株式会社ハイスクール
TV-CM企画制作

株式会社アウラ
撮影・CG制作

株式会社アキューブ
撮影・CG制作

株式会社アズレイ
撮影・CG制作

株式会社アン
撮影・CG制作

株式会社スプーン
撮影・CG制作

株式会社ディップ
撮影・CG制作

株式会社ヒュー
撮影・CG制作

株式会社ボォワル
撮影・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

ストックフォトの企画販売事業 ビジュアルコンテンツの企画制作事業

株式会社アマナインタラクティブ
ウェブ広告プロモーションの企画制作業務

株式会社アマナイメージス
ストックフォトの企画販売業務

株式会社アマナ
ビジュアルコンテンツの企画制作業務

■ 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
負積純資産合計

当期
（2008.12.31 現在）

1,576,695
8,729,086
2,135,080

128,958
6,465,047

10,305,781

3,632,827
3,089,490
6,722,317

1,097,146
1,334,988
1,455,130
△ 304,088

288
3,583,464

10,305,781

前期
（2007.12.31 現在）

3,828,567
7,075,839
1,491,850

167,193
5,416,794

10,904,406

2,877,063
3,647,582
6,524,646

1,097,146
1,334,988
2,251,426
△ 304,088

288
4,379,760

10,904,406

■ 利益処分 （単位：千円）

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

当期
(2008．12.31現在)

△1,360,496
0
0

0
0

△1,360,496

前期
(2007．12.31現在)

△ 564,200
59,675
59,675

0
0

△ 623,875

■ 個別＞要約損益計算書 （単位：千円）

売上高及び営業収益
　売上原価
売上総利益
　販売費及び一般管理費
　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
　法人税等調整額
当期純利益

当期
(2008．12.31現在)

6,245,133
2,969,307

─
2,208,331
1,617,757
△ 550,263

491,337
281,342

△ 340,269
13,167

375,811
△ 702,913

2,426
31,280

△ 736,620

前期
(2007．12.31現在)

6,813,576
4,433,064
2,380,511
3,401,560

─
△ 1,021,049

859,517
198,882

△ 360,413
─

270,201
△ 630,615

2,700
22,483

△ 655,798
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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  .................. 経理局主計部 
 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  ...................... 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
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 兼 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
社外取締役  ..................... 堀内 洋司
社外取締役  ..................... 山内 悦嗣
常勤監査役  ..................... 中野 雄
常勤監査役  ..................... 佐藤 成男
監査役  ............................. 飛松 純一

㈱堀内カラー代表取締役社長

ソニー㈱取締役 公認会計士

㈱ミュージック・プラザ監査役

森･濱田松本法律事務所
パートナー弁護士

（2009年3月20日現在）

■ 株式のご案内

■株式分布状況

決算日  ........................................ 12月31日
 定時株主総会　毎年3月

基準日  .......................................  定時株主総会については毎年12月31日
 その他必要がある場合は、あらかじめ公示して定めます

配当金受領株主確定日  ............ 毎年12月31日
中間配当金を支払う場合は、毎年6月30日

株主名簿管理人  ....................... 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特別口座管理機構  みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
事務取扱場所  .......................... みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
郵便物送付先  .......................... 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先  .............................. Tel: 0120-288-324（フリーダイヤル）
特別口座に関する事務取次所  .. 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

■ 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  ....................................................... 4,324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

1.17%

0.16%
0.69%

97.98%

48.39%

31.12%

4.49% 16.00%

■ 大株主状況 （上位10名）

有限会社生活情報研究所
進藤博信
株式会社アマナホールディングス（自己株口）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
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

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
パーシング ディビジョン 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

萬匠憲次
合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

株 主 名 持 株 数 比 率
941,100

587,200

435,069

360,000

195,100

120,000

117,400

100,000

82,700

75,000

3,013,569

17.40%

10.85%

8.04%

6.65%

3.60%

2.21%

2.17%

1.84%

1.52%

1.38%

55.72%
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　株式の状況 （2008年12月末） Corporate Data　コーポレートデータ 「写真って面白い！」

デジタル技術の進化やマーケットの変化は、広告写真の制作作業や工程
に変化をもたらすだけでなく、フォトグラファーのあり方にまで影響を与え
つつあります。「ちょっとした動画」、これは最近のアマナグループでの流行
語です。TV-CMのような大掛かりな企画・制作・予算ではなく、静止画の
延長で、簡単なセット・少人数で低コストに撮影する動画のことです。企業
のウェブサイトでも動画が頻繁に使われるようになり、またYouTubeの浸
透や、動画も撮影できる一般仕様のデジタルカメラの登場など、誰もが気
軽に撮影を楽しむ時代になりました。アマナグループのフォトグラファー
も、いつものセットで自分たちの作品を「ちょっとした動画」として撮影する
試みを始めています。

撮影／アキューブ、ヒュー
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