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株主の皆様へ

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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株主の皆様におかれましては、平素よりアマナグループに格別のご支援を賜り、厚く
御礼申し上げます。東日本大震災から約1年が経過しました。この報告書をお届けする
にあたり、被災された皆様とそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

インターネットに代表される大量の情報やライフスタイルの多様化による新たな
コミュニケーションの誕生。スマートフォン等次世代型デジタルデバイスの普及拡大。

「広告」は転換期を迎えています。私たちはこの変化をビジュアル消費時代の幕開け
と捉えて、「攻め」の戦略を加速しています。

当期は「デジタル化推進の加速」と「マーケットの拡大」を推進した結果、CG画像
制作やウェブ等の成長領域が伸張、そしてエンタテインメント映像制作事業が新たに
加わったことにより、連結売上高は前期比14.7%の増加を遂げました。

引き続き、私たちならではの競争力を活かした事業展開によって、広告以外の新
たな業界と海外市場への参入を開始し、新しい時代のビジュアルコミュニケーション
マーケットを創造してまいります。

株主の皆様には、今後ともアマナグループへの一層のご支援を賜りますよう、お願い
申し上げます。

2012年3月 
代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤博信

Message from the Management
ご挨拶
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2011年度 アマナグループ制作事例

ビジュアル消費時代の幕開け、
「攻め」の戦略をすすめ新たなマーケットを開拓　

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

アマナグループの成長戦略

「より良く、より早く、より安く」、ビジュアル大量消費時代の到来
技術革新による、新たなコミュニケーションとデジタルデバイスの誕生。個人や企業が
ウェブを利用して情報発信を行う、デジタル時代のコミュニケーションが台頭してい
ます。また、デジタルデバイスの普及に伴い、ビジュアルが大量に消費される時代への
変化が急速に進んでいます。これからのマーケットニーズは、さまざまな顧客、業界、地域
に適したビジュアルを「より良く、より早く、より安く」提供すること。ウェブ広告や電子
カタログの興隆、教育・医療等さまざまな業界における利用など、ビジュアルの用途が
拡大しています。また、企業のグローバル化が進むなか、制作の合理化志向が高まって
います。

グループ戦略は、「デジタル化推進の加速」と「マーケットの拡大」
全体戦略は「デジタル化推進の加速」と「マーケットの拡大」。私たちの競争力、多彩な

「表現力」、最先端の「技術力・企画力」、合理的な「制作手法」を融合することでデジ
タル時代のニーズに応えた事業を開発し、新たなマーケットの開拓を推進いたします。
具体的な事業戦略については、この後に続く事業会社社長からの報告をご高覧ください。

Review
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2011年度 アマナグループ制作事例
クラウド型制作インフラの構築と、エンタテインメント業界への参入
2011年度の取組み

「デジタル化推進の加速」においては、CGI画像制作や電子カタログ市場など今後
拡大するデジタル領域に対応した組織体制を強化。また、今後の競争力の要となる
クラウド型制作インフラの構築に着手しました。そして「マーケットの拡大」を進める
ため、国内有数のCGアニメーション制作会社ポリゴン・ピクチュアズをグループに迎
え、エンタテイメント映像制作事業をスタートいたしました。

前期比較14.7%の増収、なかでも成長領域売上が伸張
2011年度の業績

震災の影響により厳しい経営環境にありましたが、攻めの営業活動が奏功して成長
領域のウェブ・CGI画像制作売上が伸張、そしてエンタテインメント映像制作事業が
加わった結果、前期に比べ14.7%増収となりました。一方で、新規事業開発への積極
的な投資の増加により、営業利益、経常利益は減少しました。また、資産除去債務会
計基準の適用に伴う影響額の計上によって、当期純損失となりました。

次世代型ワークスタイルの確立、そして海外や新たな業界へマーケットを拡大
2012年の方針

デジタル領域における競争力強化を主軸とした戦略により、アジア市場や新たな業
界への参入などマーケットの拡大に邁進いたします。その実現のため、効率的な制作
環境の構築をはじめとした次世代型ワークスタイルを確立します。同時に、変化の時
代において幅広い課題に対応できる人材の育成にも取り組みます。私たちアマナグ
ループは、これからも自ら変化を生み出すことで、常に新しい驚きと価値をマーケット
に提供し続け、持続的な成長を目指してまいります。

Review 3

撮影・CG制作：アキューブ
用途：多媒体広告（サントリーワインインターナショナル株式会社）

撮影・CG制作：ヴィーダ
用途：パッケージ（キリン・トロピカーナ株式会社）

撮影・CG制作：ヴィーダ、スプーン
用途：リーフレット・ウェブ・POP他（株式会社エキップ）

撮影・CG制作：ヴィーダ
用途：多媒体広告（株式会社ユニクロ）



「販売サイト」から 
「ソリューションサイト」へ 
— amanaimages.com

株式会社アマナイメージズ
代表取締役社長　小羽真司

「ストックフォト販売事業」は、㈱アマナイメージズを中心に2社で構成され、広告
や出版、ウェブ等各種メディアで使用できる写真・イラスト・動画を中心とした著作物
を販売する事業です。国内外の契約クリエイターや提携企業から供給された850万
点にのぼる著作物をウェブサイト「amanaimages.com」と、コールセンターや販売
代理店、営業部門を通じてお客様に提供しています。

ウェブ制作マーケットが拡大し、「手頃な価格」の写真や動画の需要が拡大
マーケットニーズ

ウェブを用いた広告やコミュニケーションが活発になり、ウェブ制作のマーケットが
拡大傾向にあります。ウェブ制作においては、ストックフォト以外にも、動画やフォント
などさまざまな素材が必要です。限られた予算のなかで、多くの素材を効率よく調達
できること。これがいまのニーズだと考えています。

写真、動画、音源からモデル手配まで、「ソリューションサイト」の構築
事業戦略

「amanaimages.com」で、ビジュアル制作に必要なすべてのアイテム（商品・サー
ビス）が揃うこと。ストックフォトの販売だけではなく、音や動画素材、撮影サービス、

ストックフォト販売事業
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Business Frontier
モデルの出演依頼など、ウェブ時代のビジュアル制作に必要なあらゆるアイテムを
提供する「ソリューションサイト」の構築が私たちの戦略です。

新たなアイテムの拡充と、中低価格帯商品の販売強化
2011年度の取り組み

ストックフォト以外のアイテムの拡充に注力をしました。具体的には、動画・3Dモデ
リング・フォントなどのビジュアル素材や音素材、PCやモバイル端末で利用可能な
360°ビューのパノラマ画像制作サービスの提供を開始。また、中低価格帯商品の販売
促進も強化し、コスト重視のお客様ニーズにもお応えしました。

販売点数の増加と、新たなアイテムの順調なスタート
2011年度の業績

新しいアイテムの販売は、全体の売上への影響はまだ顕在化しないものの順調に
スタートしています。ストックフォト販売については、中価格帯商品販売強化も奏功
し、販売点数は増加傾向にあります。しかしながら、下げ止まり感があるものの販売
単価の低下が続いており、売上高は前期に比べ減少しました。一方利益面では、無形
固定資産の減価償却費が減少したことにより、前期に比べ増加しました。

ビジュアル制作の総合サイト「amanaimages.com」の確立
今後の方針

引き続き、アイテムの拡充に努めるとともに、それらの統合化に取り組みます。多様な
アイテムを有機的に組み合わせ、最適なソリューションを提供するビジュアル制作の
総合サイト、「amanaimages.com」。高い利便性と独自性を備えた、アマナグループ
ならではのソリューションサイトを実現してまいります。

Business Frontier 5

販売サイト

3Dモデリング素材販売
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx

音素材販売
http://amanaimages.com/sound/index.aspx

フォント販売
http://amanaimages.com/font/index.aspx



最先端のデジタルクリエイティブを、
多様なマーケットへ

株式会社アマナ
代表取締役社長　深作一夫

「広告ビジュアル制作事業」は、広告プロモーション用の写真やCG、動画を、オーダー
メイドで制作する事業です。㈱アマナを中心に12社で構成され、商品の価値や魅力を
最大限に引き出したビジュアルを企業や広告代理店に提供しています。

さまざまな地域やメディアに向けた、効率的なビジュアルコンテンツの提供
マーケットニーズ

企業と消費者とのコミュニケーションには、最新デジタルデバイスや高速インター
ネット回線など、進化するメディアやインフラを活用したビジュアルコミュニケーション
が不可欠です。こうしたなか、国や地域、メディアを問わず、写真や動画などのあらゆる
ビジュアルコンテンツを活用できる技術と表現力が求められています。

ビジュアルコミュニケーションの可能性を広げる、CGI(3DCG)の強化
事業戦略

マーケットニーズが高まるCGI（3DCG）を活用したビジュアル制作の取り組みを強化
します。また、広告以外での新たなビジュアル活用の提案や、技術開発も推進。CG技術
の高度化によって、ビジュアルが商品開発等におけるシミュレーションツールとして
利用されるようになりました。新たな視点によってビジュアルコミュニケーションの

広告ビジュアル制作事業

Business Frontier
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可能性を広げることで、広告業界以外での需要拡大を目指します。

多様性と合理性を兼ね備えた、CGI制作体制の構築
2011年度の取り組み

マーケット開拓の主力商品となるCGI制作体制の合理化に取り組みました。1月に
グループに迎えたワークスゼブラ社が持つ自動車業界向けCGI技術を、家電等他の
業界に展開するなど、グループの資源を効率的に活用。また、分散していた制作者を
集結し、若手制作者の育成や制作チームを機動的に編成するシステムなど、多様性
と合理性を兼ね備えたCGI制作体制の構築に着手しました。

ターゲット別の営業戦略が奏功し増収、特にCGI売上が伸張
2011年度の業績

震災の影響を受けてマーケットが低迷していましたが、８月以降は回復基調に推移
しました。自動車及び精密機器業界の企業顧客を中心とした、ターゲット別営業活動
とワークスゼブラ社の融合もあり、売上高は前年に比べ6.5%増加しました。商品別
では、CGIの売上が前期に比べ40%程伸張。利益面では、組織体制の変更による
外注費及び人件費の増加などにより、前期に比べ減少しました。

新しい時代のビジュアル表現と制作体制を強化し、アジア市場へ参入
今後の方針

引き続き、CGIを中心とした制作体制の強化や、新たな時代のクリエイティブに役立
つ技術開発に、スピーディーに取り組みます。「伝わる」コミュニケーションのための
ビジュアル表現を追求するとともに、アジアをはじめとする海外市場への参入を視野
に入れた、多様なビジュアルニーズに応えてまいります。

制作事例

Business Frontier 7

デザイン・ディレクション：アマナインタラクティブ
CG・CGI制作：アマナシージーアイ
用途：ワールドワイドSPツール（ソニー株式会社）

CG・CGI制作：アマナシージーアイ
用途：車内広告（JR東海旅客鉄道株式会社）

CGディレクション・CG制作：ハイドロイド
用途：多媒体広告（株式会社東芝）



アマナグループの競争力を発揮する、
電子カタログマーケットの創造へ

株式会社アマナインタラクティブ
代表取締役社長　澤 幸宏

「広告の企画制作事業」は、クロスメディア広告（ウェブ・TV-CM・新聞・雑誌等を
複合的に利用する広告手法）の企画制作を中心に業務展開しています。㈱アマナインタ
ラクティブを中心に4社で構成され、ビジュアルの表現力と最新のデバイスやメディアを
導入する企画力と技術力により、メッセージ性の高い広告プロモーションを実現します。

企業が自ら情報発信を行う時代へ、広がる電子カタログのニーズ
マーケットニーズ

インターネットを中心としたソーシャルメディア広告への変化や、2015年迄に出荷
ベース年間800万台と予測される次世代デジタルデバイスの誕生。企業自身が自社
メディアを持ち、情報発信できる環境が整いつつあります。特に、タッチジェスチャーに
よる高い操作性や、静止画と動画の組み合わせによる豊富な情報伝達によって商品の
魅力を効率的に表現する電子カタログのニーズは、今後本格化すると考えています。

表現力・素材力・企画力の融合による、デジタル時代のビジネスモデルの確立
事業戦略

電子カタログをメイン商品に、一般企業を対象とした顧客層を拡大します。電子カタログ
は、私たちのもつ表現力豊かなビジュアル素材とコンテンツ開発の企画力・技術力を

広告の企画制作事業
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Business Frontier
制作事例

重ね合わせ、競争力を発揮できるメディア。カタログ以外に、会社案内やブランドブックの
ようなコーポレートコミュニケーションツールとしての用途も誕生すると考えています。

企画から制作までワンストップで対応、電子カタログ受託事業を本格化
2011年度の取り組み

企業向けのビジュアル表現に優れた、電子出版Appの受託制作を本格化しました。
企画からデザイン、ビジュアル制作、コピーライティング、編集、アプリケーションの制作
までワンストップで提供。静止画・動画・CGI・SNS等電子カタログに必要なコンテンツ
をワンパッケージにできるのは、アマナグループならではの競争力です。

二期連続前期比20％の増収、成長領域のウェブの売上が大きく伸張
2011年度の業績

震災の影響を受けたものの、TV-CMとウェブの売上が伸張しました。また、電子カタ
ログ及び関西マーケットについても順調に推移し、売上高は前期に比べ21.9%増加
いたしました。一方利益面では、売上高増加に伴う外注費の増加と、先行投資的な
人件費及び販売活動費が増加し、前期に比べ減少しました。

最先端ビジュアルコミュニケーションの提案、電子カタログマーケットの創出
今後の方針

一般企業顧客を中心に、電子カタログを活用した最先端ビジュアルコミュニケーション
の提案を推し進めます。レディーメイド型制作サービスの開発にも着手し、マーケット
拡大に邁進いたします。課題は、デジタル技術力の強化です。今後も、私たちならでは
のクリエイティビティと最新の技術力を活かしたサービスを提供し、デジタル化時代
のビジュアルコミュニケーションマーケットを創造してまいります。

Business Frontier 9

企画制作：モメンタム ジャパン＋アマナインタラクティブ
用途：SNS連動ウェブ広告（合同会社 西友）

企画制作：アマナインタラクティブ
用途：ウェブ・iPad （ウイズフォト株式会社）

企画制作：アマナインタラクティブ
用途：店頭用iPadツール（株式会社ナイキジャパン）



「誰もやっていないことを、 
圧倒的なクオリティで、世界に向けて
発信していく」

株式会社ポリゴン・ピクチュアズ
代表取締役社長　塩田周三

「エンタテインメント映像制作事業」は、当期からスタートした新規事業です。㈱
ポリゴン・ピクチュアズを中心に、デジタルアニメーションの制作、映画・博覧会等の
デジタル映像制作や遊戯機器向けの画像の受託制作から、キャラクターの開発・ライ
センス管理まで、幅広くエンタテインメント業界向けの映像制作を手がけています。

世界で知られる日本のCGアニメーション制作企業
ポリゴン・ピクチュアズとは

1983年設立以来、「誰もやっていないことを圧倒的なクオリティで世界に向けて発信
していく」ことをミッションに掲げ、日本企業として初めて複数の米国長編TVシリーズ
のCGアニメーション制作をしているほか、映画・ゲーム等のデジタル映像制作、作品
ライセンス管理等を行っています。制作スタジオには、国内外の優れたCGクリエイター
が300名以上集結。日々コンテンツ制作に力を注いでいます。

複数の米国長編TVシリーズ・CGアニメーションを制作
これまでの実績

TV番組「プーさんといっしょ」や映画「ホッタラケの島～遥と魔法の鏡～」、「スカイ・
クロラ」等、ワールドワイドでCGアニメーションの制作を受託しています。最近の大型 

エンタテインメント映像制作事業
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Business Frontier
制作事例

案件は、米国HUB(ハズブロ）チャンネルにて放映中の「トランスフォーマー プライム」。 
本作は、世界的に著名なコンテンツである「トランスフォーマーシリーズ」の中で、全編
当社が映像制作を担当した3DCGの最新TVアニメーションです。ヨーロッパ、南米、
アジアの各国で順次放映がスタートし、好評を博しています。

海外市場は拡大傾向、高い付加価値とコストパフォーマンスが問われる
マーケットニーズ

3DCG映画の人気により、米国のTVシリーズ番組においてもCGが多用されるように
なり、海外市場は拡大傾向にあります。しかしながら、創造性と同時に低コスト制作
を求められるなど、高い付加価値とコストパフォーマンスが問われています。

高いクオリティ、安定した分業体制、多彩な企画力、幅広い国際的ネットワーク
ポリゴン・ピクチュアズの競争力

高いクオリティのCG映像を効率的に、かつ大規模で安定的に供給できる分業体制、多彩
なコンテンツを生み出す企画・プロデュース力、国際的ネットワークの広さが強みです。
これらの競争力の高さが、安定した国内外からの大型案件受注を可能にしています。

日本アニメと独自ノウハウを融合し、コンテンツ・ビジネスにおけるリーディング企業に
事業戦略

世界的評価の高い日本のアニメーションと、独自のCG制作ノウハウとを融合させ、コン
テンツ・ビジネスにおけるリーディング企業を目指します。自社開発の制作インフラ
データベースシステムを進化させ、良質な作品を継続的かつ大量に生産する環境を
実現いたします。また、アマナグループの他事業との連携を図りながら、それぞれが提供
する価値を結びつけ、グループ全体のCG制作事業の競争力強化を図ってまいります。

Business Frontier 11

トランスフォーマー プライム
©2011 Hub Television Networks, LLC.  
All Rights Reserved.

マイブリッジの糸
©2011 National Film Board of Canada / NHK / 
Polygon Pictures

げんきげんきノンタン
©SACHIKO KIYONO・ITOCHU・POLYGON PICTURES・ 
NIPPON COLUMBIA



■ 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
 投資その他の資産
繰延資産
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
その他の包括利益累計額
少数株主持分
純資産合計
負債純資産合計

当期
（2011.12.31現在）

6,031,391
5,033,114
2,498,100
1,893,340

641,673
716

11,065,222

4,354,494
3,461,971
7,816,465

1,097,146
1,334,988
1,010,673
△304,150

△6
110,105

3,248,756
11,065,222

前期
（2010.12.31現在）

5,529,570
3,315,626
1,647,214
1,098,975

569,436
-

8,845,197

2,832,901
2,649,869
5,482,771

1,097,146
1,334,988
1,208,878
△304,150

-
25,564

3,362,425
8,845,197

Point
前期末に比べ資産は2,220百万円増加し、負債
は2,333百万円増加しました。主な要因は、マー
ケット開拓戦略の施策として連結子会社化した
㈱ワークスゼブラ、㈱ポリゴン･ピクチュアズ、㈱
料理通信社の株式取得によるものです。
純資産は、前期末に比べ113百万円減少しまし
た。主な要因は、当期純損失及び配当金支払いに
よる利益剰余金の減少、及び連結子会社の株式
取得に伴う少数株主持分の増加です。

■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

39.4%
（16.8%） 29.4%

54.5% 45.5%

31.3%
（27.6%）

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

■ 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（△）
当期純利益又は当期純損失（△）

当期
（2011.1.1～2011.12.31）

13,681,419
8,076,029
5,605,389
5,197,714

407,674
42,033

144,294
305,414

3,068
130,117 
178,365
257,073

59,835
△14,924
△123,612

前期
（2010.1.1～2010.12.31）

11,931,379
6,549,902
5,381,476
4,596,636

784,840
47,169

129,641
702,368

60,677
57,860
 705,185
110,427
49,265

7,748
537,744

■売上高の推移（単位：百万円）

■当期セグメント別売上高（単位：百万円）

2011.12

11,931

13,681

11,924

2010.12

2009.12

Point
売上は、マーケット別営業・商品戦略が奏功し、また
新たな事業領域であるエンタテインメント映像
製作事業が加わったことにより、前期に比べ
14.7％増加しました。
利益は、売上構成の変化による売上原価の増加、
先行投資に係る費用の増加、震災の影響による
失注分の未回復、さらに資産除去債務に関する
会計基準の適用に伴う影響額の計上により、当期
純損失となりました。

広告ビジュアル制作事業ストックフォト販売事業
エンタテインメント映像制作事業広告の企画制作事業

■ 連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

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減額（△は減少）
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
（2011.1.1～2011.12.31）

898,250
△ 1,259,089
△ 20,705

△ 6
△ 381,551
1,955,819
1,574,268

前期
（2010.1.1～2010.12.31）

936,334
△ 230,945
△ 910,196

-
△ 204,807
2,160,627
1,955,819

6.939

3,476
3,054

951

*セグメント間取引消去前の売上高を表示しております。
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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  ........................................ IR担当 
  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  ............................................ ストックフォト販売事業
  広告ビジュアル制作事業
  広告の企画制作事業
  エンタテインメント映像制作事業
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 兼 グループ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
取締役  ...................................................................... 澤　 幸宏
社外取締役  .............................................................. 堀内 洋司
社外取締役  .............................................................. 増田 宗昭
常勤監査役  .............................................................. 萬匠 憲次
監査役  ...................................................................... 山内 悦嗣
監査役  ...................................................................... 飛松 純一
監査役  ...................................................................... 宮田 　職

■アマナグループ

（2012年2月29日現在）

株式会社アマナホールディングス

ストックフォト販売事業 広告ビジュアル制作事業 広告の企画制作事業

株式会社アマナイメージズ
ストックフォト販売

株式会社アマナインタラクティブ
広告の企画制作

株式会社アマナ
広告ビジュアル制作

エンタテインメント映像制作事業

撮影・CG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

CG制作CG 動画制作CG制作

CG制作モデルキャスティング

株式会社アキューブ 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 株式会社ハイドロイド

株式会社アマナシージーアイ 株式会社ナブラ 株式会社ワークスゼブラ

広告の企画制作

SPツール企画制作

出版・SP企画制作

株式会社ワンダラクティブ

株式会社エイ・アンド・エイ

株式会社料理通信社

株式会社ニーズプラス WORKS ZEBRA USA, INC.

ストックフォトの販売
株式会社アイウェスト

エンタテインメント映像制作
株式会社ポリゴン・ピクチュアズ

コーポレートデータ （2012年3月24日現在）

Corporate Data

■ 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
 投資その他の資産
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
純資産合計
負債純資産合計

当期
（2011.12.31現在）

2,212,838
8,690,801
2,305,186

602,973
5,782,640

10,903,639

4,227,485
3,228,610
7,456,095

1,097,146
1,334,988
1,319,559
△304,150
3,447,543

10,903,639

前期
（2010.12.31現在）

1,012,018
7,919,497
1,607,623

148,562
6,163,310
8,931,516

2,501,429
2,632,197
5,133,626

1,097,146
1,334,988
1,669,905
△ 304,150
3,797,889
8,931,516

■ 個別＞要約損益計算書 （単位：千円）

 営業収益
 営業費用
営業利益又は営業損失（△）
 営業外収益
 営業外費用
経常利益又は経常損失（△）
 特別利益
 特別損失
税引前当期純利益
又は税引前当期純損失（△）
 法人税、住民税及び事業税
 法人税等調整額
当期純利益又は当期純損失（△）

当期
（2011.1.1～2011.12.31）

2,686,494
2,704,964
△18,469

59,436
116,653
△75,686

-
125,188

△200,875
2,290

72,848
△275,753

前期
（2010.1.1～2010.12.31）

2,523,672
2,424,329

99,343
69,427

103,903
64,867

288
25,516

39,638
2,290

-
37,348
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4.51%
10.42%

■ 株式のご案内

■株式分布状況

事業年度  ................................... 1月1日～12月31日
定時株主総会  ........................... 毎年3月
基準日  .......................................  定時株主総会 12月31日
  期末配当 12月31日
  中間配当 6月30日
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）

■ 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  ....................................................... 8,254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

■ 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
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
紫会（役員持株会）
株式会社みずほ銀行
株式会社ADKインターナショナル
合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

株 主 名 持 株 数 持株比率
1,244,300

360,000
278,400
120,000
113,500
100,000

75,000
65,500
60,000
51,200

2,467,900

25.02%
7.23%
5.59%
2.41%
2.28%
2.01%
1.50%
1.31%
1.20%
1.02%

49.62%
（注） 1.当社は、自己株式（435,217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（435,217株）を控除して計算しております。

66.60%
18.47%

0.79%
0.15%

0.17%

98.89%

株式の状況（2011年12月末）

Data Section
Stock Information 写真って面白い！

17株式会社アマナホールディングス 第42期報告書16

パノラマコンテンツ制作サービス「パノウォーク」　
－PC やモバイル端末で360°パノラマ空間を疑似体験－

アマナイメージズは、2011年12月、パノラマ空間のバーチャルツアーができる、新サー
ビス「パノウォーク」の受託制作を開始しました。

「パノウォーク」は、上下左右360°自在に回転する、パノラマコンテンツ制作サービス
です。カメラマンが撮りおろす高品質な空間写真をもとに、天地を含む360°ビューの画像
を作成。さらに、静止画や動画、音の素材など、パノラマ空間にさまざまなコンテンツを埋め
込み、まるでその場にいるかのような臨場感を演出します。アイディア次第で写真・動画だけ
ではない、新たなウェブ表現が可能となります。

パソコンはもちろん、iPad、iPhoneなどのモバイル端末にも対応。店舗、ホテル、イベント
会場、不動産物件、アミューズメント施設など、空間をリアルに表現するインタラクティブ性
に富んだ画期的なツールです。また、商業空間などでの利用だけではなく、企業の販売促進
や広報、人事、総務などのご担当者さまに向け、デジタル化時代の新しいプロモーション
ツールとして積極的に提案してまいります。
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