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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。

2009年度、アマナグループは経営テーマ「マーケット視点の強化」のもと、急激な市場環
境の変化に柔軟に対応できる営業体制の構築やグループ各社の機能強化をはじめ、当社グ
ループの新たな成長に向けた様々な施策を着実に推し進めてまいりました。
当社グループが属する広告業界の収縮基調が続くなか、2008年度から続いた全社的なコ

スト削減と効率的なグループ再編の組織的効果が顕在化し、営業利益・経常利益・当期純
利益ともに、予想値および前年と比較し大きく改善をいたしました。
デジタル化時代に対応したビジネスモデルの構築、ソリューションアイテムの拡充、安定し

た収益確保のためのグループ経営基盤の強化等、新たなマーケットの開拓に必要な体制整
備は概ね完了いたしました。
この体制のもとに、2010年度は市場ニーズの多様化への対応とともに、	さらなる競争力
の強化とマーケット開拓による顧客創造に向けた戦略を一層加速させ、売上高12,300百万
円、営業利益810百万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。

2010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。

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。
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“攻め”の体制に向けて－
多様化するマーケットに対応するグループ競争力の強化

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 
　2009年度の事業環境と業績について教えてください。
　2009年の日本経済は、前年度の世界的な経済悪化の影響が続く厳しい環境で推移し、
一部景気の持ち直しの兆しが見られたものの、景気悪化が深刻さを増す状況となりました。
当社グループが属する広告業界を取り巻く経済環境においても、大幅な市場の収縮の中にあ
り、厳しい経営環境で推移しました。
そのなかで当社グループは「マーケット視点の強化」を全社員で共有すべき経営テーマと
位置づけ、マーケットニーズへの迅速な対応と新規マーケットの開拓に向けて、マーケット別
の営業戦略を明確にしました。
同時に収益性の管理をより明快にするため、事業組織の再編やグループ会社の統廃合等

を行いました。その結果、従来は「広告ビジュアル制作事業」と「ストックフォト販売事業」の
2事業に区分していましたが、ビジネスモデルの拡充に伴って、「広告ビジュアル制作事業」
を主力業務別に、さらに二つに区分しました。
これにより、2009年1月より、「広告ビジュアル制作事業」は撮影・CG制作などを主力
業務とする「広告ビジュアルの制作」業務グループ（中核会社：㈱アマナ）と、クロスメディア広告
の企画制作を主力業務とする「広告の企画制作」業務グループ（中核会社：㈱アマナインタラクティブ）
で構成し、「ストックフォトの販売」業務グループ（中核会社：㈱アマナイメージズ）とともに、2事業
3業務体制でスタートしています。
この再編によって、グループ間連携等による業務効率化やコスト意識の向上をさらに進め、
収益力を高めました。

事業セグメント別の業績としては、「広告ビジュアル制作事業」において、景気低迷の影響
により、売上高は前期比25.3％減の8,142百万円となりましたが、売上原価の削減や経費
抑制の結果、営業利益は613百万円（前期は営業損失238百万円）となりました。
「ストックフォト販売事業」においては、前年度から商品単価の低下傾向が続いており、売
上高は前期比19.0％減の3,781百万円となりましたが、原価率の改善や経費削減策の実
施等によって営業利益は662百万円（前期は737百万円）となり、営業利益率は17.5%と、前期
に比べ1.7ポイントの改善が見られました。
その結果、2009年度の連結業績は、売上高が11,924百万円（前期比3,642百万円減）となり

ましたが、営業利益は695百万円（前期は営業損失101百万円）、経常利益は581百万円（前期は経
常損失320百万円）となりました。当期純利益は281百万円（前期は当期純損失1,098百万円）と、前期
に比べ1,379百万円の改善となりました。

Strategy
　なぜ、2009年の経営テーマを「マーケット視点の強化」にしたのですか？
　2004年の上場以来、マーケットの変化を常に敏感に捉えながら、当社グループは新たな
成長に向けて、デジタル化時代に対応したビジネスモデルの構築を推し進めてきました。
2007年まではM&A等により、新たな事業基盤の創造と拡大に注力をしました。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開拓する「販売チャネルの拡大」戦略によって、私
たちが目指すワンストップのビジネスモデルを獲得しました。
2007年は「シナジーの創出」、2008年は「グループ変革」を経営テーマに掲げ、高い収

益性を確保するためのグループ経営体制の強化を図ってきました。
持株会社制度への移行を中心にグループ会社の再編等数々の施策を実行し、私たちの競

争力であるビジネスモデルと高い表現力を維持しながら、生産性の向上とコスト削減を行い、
スリムで強い組織に再構築しました。
こうした組織基盤をもとに新たなマーケット開拓のため、営業体制を整備すべきときである

と考え、2009年の経営テーマを「マーケット視点の強化」にしました。
昨今、顧客ニーズの多様化や、高度化、加速するデジタル技術や新しい広告プロモーショ

2009年度	広告ビジュアル制作事例2009年度	広告ビジュアル制作事例

2 株式会社アマナホールディングス	第40期報告書 3Message from the Management

Message from the Management

撮影・CG制作：ヴィーダ
用途：交通広告・ウェブ（日本たばこ産業株式会社）

撮影・CG制作：ヒュー
用途：ポスター・店頭POP（株式会社スマイルズ）

撮影・CG制作：ヴィーダ
用途：パッケージ（パナソニック電工株式会社）

撮影・CG制作：スプーン
用途：多媒体広告（ユニリーバ・ジャパン株式会社）



2009年度	ストックフォト販売事例2010年は2009年の様々な施策を営業活動につなげ、従来の広告代理店等プロマーケッ
ト中心から、一般企業等新規顧客マーケット開拓のための営業活動に注力することで、より
裾野の広い顧客基盤の創造と一層の収益性の向上を目指します。
そのための戦略として、ターゲット別のプロモーション活動の強化と、各業務グループの特
性を活かした事業展開を積極的に行います。
「広告ビジュアル制作事業」においては、当社グループの強みであるワンソース・マルチユー
スを活かしたクロスメディア広告の企画や、CADデータを活用したCGによるビジュアルの
制作等を中心に、営業活動を強化します。顧客側のプロモーション活動の効率化や制作費
のコストダウンを提案することで、広告代理店を経由せずに直接受託が可能な法人顧客の
獲得を推し進めてまいります。
「ストックフォト販売事業」においては、顧客の二極化が進んでおり、低価格帯商品ニーズ
への対応は、新たなマーケット開拓に繋がると考えています。このため、低価格帯のストッ
クフォトを取り扱うサイト「TAGSTOCK（タグストック）」を立上げました。本格的なスタートは、
2010年4月を予定しています。また、法人顧客のニーズに沿ったノベルティへの展開等スト
ックフォトを利用した商品や個別性のあるサービスの企画・提案を行い、新規マーケットの
開拓を強化してまいります。
当社グループが属する広告業界の抑制基調は継続するものと予測しています。ですが、デ

ジタル技術やライフスタイルの変化によって、ビジュアルが消費されるマーケット自体は年々
拡大していると考えています。
テレビ・新聞等のマスメディアや街頭で目にする広告ビジュアルだけでなく、いまやビジュ

アルはコミュニケーションのツールとして、携帯電話、ブログやゲーム機等個人生活に密着し
たメディアで使われる場面が増えてきています。
このようなビジュアル消費市場の広がりを今後の成長の大きなチャンスと捉え、様々な施
策をスピーディーにそして堅実に実行することで、新たなマーケットの拡大に邁進いたします。
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。

ンの登場等で、市場はかつてないスピードで大きく変化をしています。
この変化の中で、全社員ひとりひとりがお客様の課題をより深く理解して、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、その意識改革を行うことが必要だと考えたの
です。

　どのような施策が行われましたか？
　景気の減速から広告制作市場においては顧客の合理化志向が加速して、顧客ニーズは
「コストダウン」「スピード」「安全」「表現力」に集約されています。
その状況のなかで、私たちは「制作ワークフローの合理化」と「マーケット別の営業体制の
強化」を、グループ戦略としました。そして、業務効率を高める仕組みづくりと、マーケット別
のきめ細やかな対応を可能とする営業体制の強化に注力をしました。
「制作ワークフローの合理化」については、受託から完成ビジュアルの納品までを全てオン
ライン上で行うことで、納期の短縮、情報の安全性を確保する仕組みづくり、1回のロケ撮
影でTV-CM、ウェブ、店頭販促用ビジュアル等多くのメディアに対応する素材提供を行うワ
ンソース・マルチユースの体制構築や、制作コストの削減が期待されるCG分野におけるサー
ビス開発に特化した子会社の設立等を行いました。
また「マーケット別の営業体制の強化」では、今後のターゲットである一般企業の広報・
商品開発部門等、広告代理店を経由せず直接受託が可能な新規顧客マーケット開拓に特化
した営業部門を設置した他、価格や手軽さを重視する低価格帯商品ニーズに対応する受託
撮影や取材等の新たなサービスの拡充も行いました。
そしてこのような細やかな対応で収益性の低下を招かないよう、持株会社である当社主導

のもと、人員の適正配置や各業務グループにおけるコストコントロールセンターの設置等を
行って、安定した収益基盤と収益管理体制の確立にも取り組みました。

What’s Next
　2010年の経営テーマと戦略を教えてください。
　「顧客創造」が経営テーマです。「守り」から「攻め」の体勢によって、新たな顧客を創造す
ることを目標としています。

2009年度	ストックフォト販売事例
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多媒体広告（静岡県広報局）

書籍表紙（株式会社新潮社）
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雑誌表紙
（株式会社阪急コミュニケーションズ）
（株式会社ブルース・インターアクションズ）

車内情報TV　トレインチャンネル
（株式会社ジェイアール東日本企画）

オンライン販売サイト　デザインガーデン
（富士フイルム株式会社） ウェブ・POP・パンフレット他（ネスレ日本株式会社）



これを受けてCG制作分野における競争力をさらに強化するために、2009年10月に㈱ア
マナシージーアイを設立しました。
「法人顧客等マーケットの開拓・対応強化」については、企業の業界特性やニーズ分析を
より強化し、営業活動における戦略性を高めています。
ビジュアル制作のワークフローの合理化や「写真＋動く写真（動画）」、CG制作においては
CADデータを利用した合理的なビジュアル制作や「スタジオ＋＋」（バーチャル撮影スタジオ）など、
他社にないサービスを競争力として、積極的な営業活動を展開しました。

　2010年の経営テーマ「顧客創造」についての取り組みを教えてください。
　2010年は、「新体制」で「新商品」を武器に「新マーケット」に向け果敢に攻める元年、と
捉えています。2009年度から引き続き、制作部門と営業部門の一体化を進めて、ニーズや
技術の変革期にふさわしい「新体制」を構築します。
多様化するマーケットに柔軟に対応可能な体制、そして次世代のクリエイターが成長し活

躍できる組織にするために、グループのビジュアル制作各社の優位性やターゲットの違いを
明確化することで、競争力を強化します。
また、新しい組織として「技術開発部」を当社内に設置します。この部門は、アマナグルー

プの未来を担う、次世代のビジュアル制作技術開発や環境の構築を目的とする部門です。撮
影とCGの組み合わせ方や、技術を高め、制作プロセスの高度化や簡略化を目指します。
「新商品」は、「スタジオ＋＋」等のCG化商品や、私たちが「動く写真」と呼ぶ、静止画と
簡単な動画を1回で同時に撮影する、低コスト化が可能な撮影サービス等を中心に、法人顧
客の合理化ニーズにあった商品の提供に注力します。
そして、「新マーケット」への対策としては、従来の広告代理店等プロフェッショナルのお
客様に対応する部隊と、それ以外の企業のお客様に対応する部隊の2営業本部体制を、さら
にそれぞれのマーケットセグメントを強化した体制にしていきます。
マーケット毎の戦略を構築し、お客様に最良な商品・サービスを、最適な価格・スピード

ときめ細やかな対応で提供することによって、より多くのお客様の信頼を得ていきたいと考え
ています。

広告ビジュアル制作事業　
株式会社アマナ−「広告ビジュアルの制作」業務グループ

代表取締役社長　深作一夫

「広告ビジュアル制作事業」は、顧客である広告代理店や、一般企業等に広告写真をはじ
め、コミュニケーションに必要なCGや動画を「オーダーメイド」で提供する事業です。
アマナは、それらの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を、撮影、CG制作を業務とする9社で構成しています。

　全社の経営テーマ「マーケット視点の強化」のもと、当業務グループはどのような施策を
実行しましたか？  
　既存マーケットのニーズの変化に応えるために、「制作ワークフローの合理化」を進めると
同時に、新規マーケット拡大のため、広告代理店を経由せず直接受託が可能な「法人顧客
等マーケットの開拓・対応強化」を行いました。
「制作ワークフローの合理化」では、制作部門と営業部門の連携の強化と、デジタル化に
よる制作ワークフローの合理化を推進しました。
多様化が進むマーケットへの対応は、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対応が必要となり、営業・制作の両者現場で
大きな負荷となります。
そこで、制作部門と営業部門が互いの知識やノウハウの共有度を高めることで、ワークフ

ローを合理化し、お客様の問題を制販一体となって解決する仕組みをつくりました。
2009年度の業績は、マーケットの低迷が影響し減収となりましたが、CG制作については

比較的堅調に推移しました。これは、当社が推進するワンソース・マルチユースによる制作
ワークフローの合理化がマーケットに受入れられはじめた兆しだと考えています。

7Business Frontier

CG・CGI制作：アマナシージーアイ
用途：カタログ・パンフレット・ウェブ・POPなど
（ソニー株式会社、ソニーマーケティング株式会社）
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制作事例

Business Frontier

“制販一体となり、新たな体制で
 新たなマーケットを開拓”

CG・CGI制作：アマナシージーアイ
ストックフォト：アマナイメージズ
用途：雑誌広告ほか（トヨタ自動車株式会社）



の共有化を促進し、「ワンストップの制作体制」「ワンソース・マルチユース」を実現しやすい
環境が整いました。
そして、私たちは、アマナグループの３つの業務グループの中で「高い企画力」を提供する役
割を担い、「アマナグループの経営資源を活用した企画系マーケット開発」に注力しています。
広告キャンペーン向けに、アマナグループの撮影やCG制作が持つ「高い表現力」を活用し

た広告コンテンツの制作を提案することで、新規分野、新規顧客からのビジュアル素材制作
の受注を促進する役割を担っています。

　2010年の経営テーマ「顧客創造」についての取り組みを教えてください。 
　今年は、「競争力の顕在化」の年であると考えています。アマナインタラクティブの強みは、
最先端のプロモーションを実現する表現力・企画力・技術力を兼ね備えている点にあります。
表現力は、アマナグループがもつ、撮影・CG・ストックといった豊富なソリューションアイ

テムです。
企画力は、ウェブ・グラフィック・TV-CMを専門とした企業がひとつになった全体知がも

たらすものです。
そして技術力を担うのは、携帯電話のアプリケーションや、e-コマース対応等、様々な高い

ウェブ関連技術をもつ制作部門です。
ウェブによるキャンペーンサイトを中心に、TV-CMや街頭キャンペーン等様々な媒体や表
現を用いるクロスメディア広告の企画制作マーケットにおいて、アマナインタラクティブのこ
の競争力は、競合他社との圧倒的な差別化になると考えています。
また、私たちは、「コンテンツの企画力」でグループシナジーを創出、つまり、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役割を担っています。
私たちは、顧客企業から直接受託するだけではなく、アマナイメージズやアマナを販売チ

ャネルとして、企画案件を受託しています。一方、私たちが企画制作するプロジェクトでは、
アマナイメージズが提供するストックフォトや、アマナを中心とする広告ビジュアルの制作グ
ループが提供する撮影やCG制作を活用してもいます。
設立2年目である2010年。表現力、企画力と技術力を武器に、競争力を顕在化させ、攻

めの姿勢で新しいマーケットの開拓に邁進いたします。

広告ビジュアル制作事業
株式会社アマナインタラクティブ−「広告の企画制作」業務グループ

代表取締役社長　澤	幸宏

アマナインタラクティブは、同じ「広告ビジュアル制作」事業に属するアマナから「広告の企
画制作」業務を分割し、「企画から制作まで一貫して提供」することを目的に、2009年1月
に設立した会社です。
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等企画色の強い
業務を行う、2社で構成されています。

　全社の経営テーマ「マーケット視点の強化」のもと、当業務グループはどのような戦略を
実行しましたか？    
　ますます重視されるワンストップのコンテンツ制作を提供するために、「ワンストップ対応
の強化」と「グループの経営資源を活用した企画系マーケット開発」に力をいれてきました。
マーケットのワンストップ化への要請は高まる一方であり、広告コンテンツをワンストップ体
制で制作することは、珍しいことではなくなりました。
私たちがいま力を入れている「ワンストップ対応の強化」は、ウェブ広告の動画化傾向と、
従来のTV-CMがクロスメディアへ展開する傾向という、双方向の変化を捉え、ひとつのコン
テンツを複数のメディアや用途で活用する、「ワンソース・マルチユース」を促進することです。
その施策として、2009年12月にはアマナインタラクティブが、TV-CMの企画制作子会
社である㈱ハイスクールを吸収合併し、成長が続くウェブ広告に対応する機動的な動画制
作体制を構築しました。
この合併により、ウェブとTV-CM、それぞれの分野で培った企画と制作のノウハウや技術
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制作事例

企画制作：電通関西支社＋アマナインタラクティブ
用途：ウェブ・TV-CM（ロート製薬株式会社）

“表現+企画+技術を武器に、
 競争力を顕在化”

Business Frontier

企画制作：アマナインタラクティブ
用途：ウェブ・フリーペーパー・単行本・イベント
（X2	TOKYO	Project／ブリヂストンサイクル株式会社）



業を展開しました。
また、ストックフォトの新たな活用方法を提案することで、マーケットの拡大をする「写真
素材のコンテンツ化」にも力を入れました。メーカーの製品のデザイン素材としての活用、報
道番組や企業の社史等、様々な分野での活用の提案をしています。ユーザー自身が選んで借
りるのがストックフォト、という考え方は、過去のものになるでしょう。

　2010年の経営テーマ「顧客創造」についての取り組みを教えてください。
　ニーズの多様化はさらに進んでおり、「マーケットセグメント毎の営業体制の強化」と「低
価格帯マーケットへの対応」に取り組みます。
雑誌広告やポスターから、電子書籍やクロスメディアに対応した広告等、ストックフォトの

利用ニーズも多様化し、またユーザーも広告制作のプロの方から、出版社や企業の広報担当
の方へと多様化が進んでいます。こうしたニーズの多様化の中では、「マーケットセグメント
毎の営業体制の強化」が重要です。新たなマーケットを取り込むために、業種・業界別のニー
ズの分析やプロモーション計画の立案等きめ細かく行って丁寧に営業活動を仕掛ける、開拓
型のマーケット開発に注力していきます。
価格帯の多様化も進んでおり、「低価格帯マーケットへの対応」も重要です。いま、世界規

模で「マイクロストック」と呼ばれる、「超低価格」ともいえる価格帯のビジュアルが使われは
じめています。安全性や個別性、表現の完成度といった質の高さだけではなく、用途や予算
に応じて、ビジュアルを使い分ける動きが強くなっています。
アマナイメージズが提供してきたストックフォトは、安全性・品質を重視した中高価格帯
に属するものでした。これに、価格や手軽さをより重視した1点500円～5000円程度の低
価格帯ストックフォトの販売サイト、「TAGSTOCK（タグストック）」をスタートすることで、多様
な価格ニーズに応える商品ラインアップを拡充します。取扱いコンテンツは、プロアマ問わず
参加者を募集し、審査を通過した作品を販売します。
そして、写真を「撮る」「見る」から、一歩進んだ「売る」楽しみを提供します。従来のストッ

クフォトサービスとは異なり、多くの人々にクリエイターとして参加していただくことで、クリエ
イターによるクリエイターのためのコミュニティサイトとして活性化させ、新たなビジュアルコ
ミュニケーションが生まれる場へと発展させていきたいと考えています。

ストックフォト販売事業
株式会社アマナイメージズ−「ストックフォトの販売」業務グループ

代表取締役社長　小羽真司

「ストックフォト販売事業」は、契約フォトグラファーやイラストレーター等による著作物を、
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
ス等、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
る多数のコンテンツで構成されています。
アマナイメージズは、これらのコンテンツをストックフォトの検索・販売ウェブサイト

「amanaimages.com」を中心に、コールセンター・営業部門・販売代理店等の販売チャ
ネルを通じてお客様に提供する、3社で構成されています。	

　全社の経営テーマ「マーケット視点の強化」のもと、当業務グループはどのような戦略を
実行しましたか？
　「取扱いサービスの多様化」と「写真素材のコンテンツ化」に注力しました。「取扱いサー
ビスの多様化」では、ストックフォトの販売だけでなく、低価格で対応が可能な、撮影・画像
修正・取材等をオンラインで受託するオーダーメイド型サービスの開発を行いました。
景気減速により広告予算にも大きな影響がみられ、従来はオーダーメイド型のビジュアル
使用が中心であったマーケットにおいても、ストックフォトが積極的に使われ始めています。
同時に、ストックフォトでは調達ができないオーダーメイド型のビジュアル制作や、使用写
真の権利処理、簡単な画像修正、取材や原稿の作成等を低価格で依頼したいというような
多様なニーズが発生しています。
この状況を受けて、従来のコンテンツ提供中心のビジネスモデルから、「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、複合的なサービスを提供する事
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販売事例

低価格ストックフォト販売サイト　TAGSTOCK
（アマナイメージズ）

“多様化するニーズへ、
 多様なサービスを提供”

Business Frontier

amanaimages.com　Photo	×	item	カスタムオーダー
（アマナイメージズ）



■ 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

1,456,555
△135,251 △1,195,250
1,187,200

△
△

181 △1,865
133,923

2,026,704
2,160,627

前期

1,049,848
 
243,847

96,579
1,930,124
2,026,704

■ 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
（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

前期
（2008.1.1～2008.12.31）

（2009.1.1～2009.12.31） （2008.1.1～2008.12.31）

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

■売上高（単位：百万円）

■当期セグメント別売上高（単位：百万円）

2009.12

2008.12

2007.12

Point

ストックフォト販売事業

広告ビジュアル制作事業

国内景気の悪化による売上高の減少（前期比
23.4％減）をカバーすべく、様々な経費削減策を
実行しました。役員報酬の削減、人材の適正配
置、コストコントロールセンターの設置等による
コスト意識の向上等経費削減に向けた活動を推
進しました。その結果、販売費及び一般管理費
は前期比30.5％減少しました。

11,924

15,567

16,297

8,142

3,781

■ 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
（2009.12.31 現在）

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

584,901

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

前期
（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

Point

■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

26.1%

9,201,700

資産は、主として減収に伴う売上債権等の減少及
び固定資産の減価償却等により、前期末に比べ
1,336百万円減少しております。負債につきまし
ては、仕入債務の減少及び借入金返済等により、
前期末に比べ、1,588百万円減少しております。

59.0 41.0% %

32.6%43.0%
（26.7%）

24.4%
（24.1%）
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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
（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

前期
（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

■ 個別＞要約損益計算書 （単位：千円）

売上高及び営業収益

売上高

　売上原価

　営業収益

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
（2009.1.1～2009.12.31）

3,013,681
3,013,681

─

─

─
─

285,979
77,245

122,224

 

240,999
13,167

1,508
239,491

2,389

237,102

前期
（2008.1.1～2008.12.31）

6,245,133
2,969,307

4,317,639
1,927,493

2,208,331

550,263
2,727,702 1,617,757

491,337
281,342

 

340,269
─

─

375,811

△

△

 
702,913

2,426
31,280

△

△

736,620
（注） 　    2008年7月1日付けで持株会社に移行したことに伴い、前期の要約損益計算書は会社分割前の事
　業会社としての売上高を「売上高」、営業に係る費用を「販売費及び一般管理費」とし、会社分割後
　の持株会社としてのグループ管理業務に係る収益を「営業収益」、運営に係る費用を「営業費用」とし
　ております。
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■ 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
特別口座管理機関  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  .................................................................................................................... 6,367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

0.91%
0.11%

0.41%

■ 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
アールービーシー 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
萬匠憲次

アマナ社員持株会
株式会社みずほ銀行

合計

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

株 主 名 持 株 数 比 率
1,244,300

360,000
275,200

160,500

120,000
113,500
100,000
75,000
60,000
56,250

2,564,750

25.02%
7.23%
5.53%

3.22%

2.41%
2.28%
2.01%
1.50%
1.20%
1.13%

51.57%
（注）　　 1.当社は、自己株式（435,069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（435,069株）を控除して計算しております。
63.69%

23.73%

4.51%

8.07%

98.57%

Data Section

Stock Information	株式の状況（2009年12月末）
Data Section

Financial Information	決算の状況



「写真って面白い！」
■ 会社概要

■ アマナグループ

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  ..................................... 財務経理局主計部 
 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  .............................................. 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 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

（2010年3月27日現在）
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消費者のライフスタイルや価値観が多様になった
いま、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発信する、クロスメディア
広告の時代になりました。伸び悩むTV-CM等ひとつ
の媒体による広告に対して、TV-CMとウェブ等を掛
け合わせたクロスメディア広告の手法は、今後の拡大
が期待される領域です。
アマナインタラクティブは、企画から動画・静止画
の制作まで、アマナグループの競争力である「ワンソー
ス・マルチユース」による効率的な制作ワークフロー
を活かして、このクロスメディア広告の企画制作に力
を入れています。ここで、その制作事例をひとつご紹
介します。
ロート製薬は、スキンケアシリーズ「肌研（ハダラ
ボ）」の発売6周年記念キャンペーン『肌ラブ！』を実
施しました。出演者たちが「次々に頬をすり合わせる
様子」をモチーフに、TV-CMに加えて、同じ世界観を
もつウェブサイトを開設。キャンペーンの特徴のひと
つに、映像のクオリティの高さがあります。「肌研」の
コンセプトは添加物のないシンプルさ、それを体現す
るようにキャンペーンは、TV-CMとウェブの両方で綺
麗な映像を流すというシンプルなコンセプトで制作さ
れました。
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株式会社 アマナホールディングス 

株式会社 アマナインタラクティブ 株式会社 アマナイメージズ 株式会社 アマナ 
ストックフォトの販売業務 広告ビジュアルの制作業務 

純粋持株会社 

広告の企画制作業務 

株式会社アイウェスト 株式会社エイ・アンド・エイ 
SPツール企画制作 関西マーケット拠点の 

ストックフォト販売 

株式会社アキューブ 株式会社アズレイ 株式会社アン 株式会社ヴィーダ 株式会社スプーン 

株式会社ヒュー 株式会社 
アマナシージーアイ 

株式会社ナブラ 
CG映像制作 

撮影・CG制作 

撮影・CG制作 
CG制作 

撮影・CG制作 撮影・CG制作 撮影・CG制作 撮影・CG制作 

株式会社ニーズプラス 
モデルキャスティング 

ストックフォト販売事業 広告ビジュアル制作事業 

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

（2010年1月31日現在）

Corporate Data	コーポレートデータ

TV-CMとウェブで、綺麗に「伝わる」映像を
アマナインタラクティブ事例紹介−
ロート製薬、『肌ラブ！』キャンペーン		http://www.hadalove.com/

オーディションから様々
な年代層、性別の「肌研」
ユーザーが選ばれ、ウェブ
では50名、TV-CMでは13
名が出演しました。TV-CM
用とウェブ用の動画を一回
で撮影する「ワンソース・マ
ルチユース」による制作が行われ、隣接のスタジオで
はウェブ用のスチール撮影を行いました。TV-CMの
クオリティをそのままウェブで表現できたことが、綺
麗な映像となった成功の秘訣です。そして、効率的な
制作ワークフローだけでなく、コスト削減にも寄与し
ました。
また、コミュニティ・サービス「Twitter」と連動し
たコンテンツも展開しました。
コミュニケーションを受け取る場所、発信する場所
が多様化するいま、私たちのミッションは、顧客の想
いを確実にターゲットに伝えること。
今後もメディアの多様化が進むなかで、「どう伝

えるのか」という発想のクオリティを落とさず、いかに
「伝わる」メッセージをその場所にもっていくか。
アマナインタラクティブの挑戦は今後も続きます。
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