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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

ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かにする。

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、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

デジタル化の進展やライフスタイルの変化に伴い、企業と人々のコミュニケーション
が多様化し、広告手法も大きく変化しています。また、スマートデバイスの普及やソー
シャルネットワークの浸透によって、写真や動画などのビジュアルがコミュニケーション
ツールとして日常的に使われるようになりました。

このようなビジュアルの消費拡大期を目前に、当期当社グループは積極的な事業
戦略を展開いたしました。グループ戦略である「マーケット拡大」、「商材開発」、「人材 
育成」に注力した結果、連結売上高は前期比21.2％の増加、上場来最高となりました。
また、時代の変化を先取りする先行的投資を加速しましたが、当期純利益につきまして
は前期から改善いたしました。

私たちアマナグループは、時代の変化を捉えた「攻め」の姿勢で新たなマーケット
を創造し、「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。

株主の皆様には心から感謝を申し上げますとともに、今後ともアマナグループへの
一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2013年3月 
代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤博信
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ご挨拶



2012年度 アマナグループ制作事例

「ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かにする。」
新たな成長に向けたグループ戦略の展開　
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

多様化するビジュアル・コミュニケーションマーケット
生活の変化やインターネットの普及によって、「マスから個人へ」「紙からデジタルメディ 
アへ」、企業と人々のコミュニケーション手法や広告手法が変化しています。またスマー
トデバイスの出現によって、電子カタログなどの新たなコンテンツや、教育・医療等 
さまざまなマーケットにおける利用など、ビジュアルの用途も多様化しています。スマー
トデバイスの普及とデジタルメディアの興隆。さまざまなコミュニケーションが誕生
し、ビジュアルが大量消費される時代がすぐそこに来ています。

グループ戦略は、「マーケット拡大」「商材開発」「人材育成」
多様な顧客、業界や地域に最適化されたビジュアル・コミュニケーションを高品質・
効率的に提供する事業基盤の確立、そして独自の表現や技術で差別化された商品・
サービスの開発。これら課題に対して、グループ戦略「マーケット拡大」「商材開発」

「人材育成」を推し進め、広告の転換期における新たな事業展開を図ります。具体的な
事業別戦略については、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。
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2012年度 アマナグループ制作事例「攻め」の姿勢で「マーケット拡大」
● 2012年度の取組み
新たな「顧客」「地域」「業界」におけるマーケット拡大に注力。「顧客」については広告
代理店以外の企業顧客マーケットの深耕、「地域」においては上海をはじめとする
アジアの広告ビジュアル制作マーケットへの参入、「業界」では教育分野の開拓に向けた
施策を実施し、「攻め」の姿勢でマーケット創造に取組みました。

デジタルメディア領域が伸張し増収、売上高前期比21％増加
● 2012年度の業績
デジタルメディア等成長領域の伸張や前期より連結化した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21.2%増収、上場来最高の売上高となりました。
利益面では、デジタルメディア時代に向けた先行投資が加速し営業利益、経常利益は
前期を下回りましたが、当期純利益は改善しました。

マーケット拡大を加速、中期経営計画の発表
● 2013年の方針
創立40周年となる2019年に向けた前期3ヶ年中期経営計画“amana transformation
2015”を策定、2015年の売上高220億円、営業利益率5%を目標に掲げました。 
2013年1月にグループ内組織再編を実施。広告の変革期における効率的な営業
体制の強化と制作の合理化を推進するため、中核2社が保有する営業及び制作部門
を分離融合しました。「ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かにする。」アマナ
グループは、経営資源を最大化した事業運営を図ることでデジタルメディア時代の
ニーズに迅速かつ柔軟に応え、新たな成長の実現を目指してまいります。
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撮影・CGC制作：スプーン、ライジン
用途：ポスター他（株式会社ニューバランス ジャパン）

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）

撮影・CGC制作：アキューブ、ライジン
用途：交通・車内広告（アサヒビール株式会社）

撮影・CGC制作：ヴィーダ、ライジン
用途：新聞広告（日本マクドナルド株式会社）



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5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・音・書体・動画等の著作物を
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1500万点
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。

デジタルコンテンツ制作を効率化するソリューションの提供
● マーケットニーズ
インターネットを中心としたコミュニケーション手法の多様化によって、デジタルコン
テンツの需要が拡大しています。制作用素材の豊富さ、クオリティと価格帯の幅広さ、
高い利便性を提供するeコマース、制作者を刺激する新たなビジュアル活用の提案、
これらを統合した効率的な「ソリューションの提供」が求められています。

「素材」の販売から、「ソリューション」の提案へ
● 事業戦略
ストックフォトだけでなく、動画・音・書体や撮影サービス等コンテンツ制作に必要な
さまざまな「素材」を網羅したソリューションサイト「amanaimages.com」を進化させ、

ストックフォト販売事業

「ソリューションの提供」ビジネスへ、
事業モデルの転換期 
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制作マーケットを深耕します。また、独自の企画・編集によって保有する1500万点
もの著作物を「コンテンツ化」するビジネスを開発。「素材」販売だけではなく、企画型
ビジネスにより新たなマーケットを創造します。

「amanaimages.com」進化への取り組みと、新規ビジネス開発に着手
● 2012年度の取り組み
利便性の向上とeコマース推進のため「amanaimages.com」のリニューアルに着手
しました。また、デジタル教材等の導入が予測される教育マーケットをターゲットにした
｢コンテンツ化｣ビジネス開発を始動。自然科学系図鑑・書籍等の企画・編集事業を行う
ネイチャー・プロダクション他2社をグループに迎えました。

新規サービスの販売が伸張、新たな成長への投資を開始
● 2012年度の業績
撮影サービス等新規サービスの販売は確実に伸張しつつありますが、メイン事業で
あるストックフォト販売は低価格帯商品のニーズの高まりにより販売単価の低下
が続き、売上高は前期を下回りました。利益面では、サイト・システム改良及び新規
ビジネスの先行投資に係る費用の増加により、前期に比べ減少しました。

販売管理の合理化と、新たな技術をもつ商品・サービス開発による差別化
● 今後の方針

「amanaimages.com」の進化と販売管理の効率化を同時に進め、利益体質を改善
します。また、技術進化を反映したサービスや、「コンテンツ化」ビジネスなどの企画型
事業の開発による差別化も加速。「素材」の販売から「ソリューションの提供」へ、新たな
ビジネスモデルの構築に取り組み、マーケットの拡大を図ってまいります。
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提供商品・サービス

360°パノラマ撮影サービス「パノウォーク」
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/index.aspx

書体販売「WEBフォント」
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx

ネイチャー・プロダクション社発刊書籍
http://www.nature-pro.co.jp/



多様なマーケットに最適なビジュアルを、 
提案営業体制の強化

制作事例

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15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。

広告からブランディングまで、ビジュアル・コミュニケーションの多様化
● マーケットニーズ
デジタル化やネットワーク化、ボーダレス化の進展によって、企業と消費者のコミュニ
ケーション手法が多様化し、クライアントニーズが大きく変化しています。商品広告
から企業ブランディングのためのビジュアルまで、多種多彩なビジュアル・コミュニ
ケーションの提案と、効率的な制作手法が求められています。

多様なマーケットに向け、多様な商材開発と営業体制の構築
● 事業戦略
多様なマーケットに最適なビジュアルを提案する営業体制の構築と、独自の技術力に
よって差別化された商品・サービスの開発を推進。同時に、人材育成と制作ワーク
フローの合理化も行います。そして、日本人ならではの表現力と効率的なビジュアル
制作体制を競争力とし、アジアを中心とした海外マーケットへ参入いたします。
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マーケット別営業力強化の推進
● 2012年度の取り組み
デジタルメディアにおける主力商品CGI制作合理化の推進と、業界・業種等マーケット
別に特化した提案力をもつ営業人材の育成に注力しました。また、アマナグループが
得意とする「食」マーケットへの対応を強化するため、専門スタジオへの改装を実施。 
さらに海外マーケット参入の足がかりとして、世界各国の企業の進出によって広告ビジュ
アルの制作需要が急増する上海に、営業拠点となるamanacliq Shanghai Limited
を設立、12月より営業をスタートしました。

営業戦略が奏功し増収、「食」・「家電・精密機器」マーケットが好調
● 2012年度の業績
マーケット別営業力の強化によって企業顧客マーケット開拓が前進し、アマナグループ
が得意とする「食」・「家電・精密機器」マーケットを中心に、売上高・取引社数が増加。
その結果、売上高は前年に比べ7.1%増加しました。競争力の高いCGIが伸張したこと
により外注比率が低下し原価率は改善しましたが、今後の営業体制構築に係る人員
増等費用が増加し、利益につきましては前期を下回りました。

独自の競争力を強化、デジタルメディア時代の営業体制の確立
● 今後の方針
アマナは、2013年1月グループ内再編により、「ビジュアル・コミュニケーション事業」
において企画・プロデュースを担う営業会社として、新たにスタートしました。デジタル
メディアを中心としたビジュアル・コミュニケーションの時代、高い競争力のある商品・
サービスを武器にクライアントニーズを充たす提案型営業力を強化することにより、
今後とも積極的なマーケット戦略を展開いたします。
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CGC制作：ライジン
用途：SPツール（フォード・ ジャパン・リミテッド）

CGC制作・ストックフォト：ライジン、アマナイメージズ
用途：ワールドワイドSPツール（パナソニック株式会社）

撮影・CGC制作：アキューブ、ライジン
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）

広告ビジュアル制作事業



多様なマーケットに向けて、 
多様な電子カタログサービスを拡充

制作事例

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事業展開しています。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。

デジタルメディア時代の企業コミュニケーションへの提案力
● マーケットニーズ
インターネットの普及によって企業自らがメディアを持ち情報発信をする時代、広告
を超えたさまざまなコミュニケーションが広がっています。ブランドや商品の魅力を
高める表現力豊かなビジュアル、コミュニケーションを活性化する企画や技術の進化
を反映したインタフェースなど、多様なニーズに応える提案力と独自の商品・サービス
が求められています。

オーダーメイドからレディメイドまで、電子カタログの拡販体制構築に注力
● 事業戦略
企業顧客に向けて、ニーズの高まる電子カタログの提案を強化。ビジュアルの素材力、
コンテンツの企画力・技術力等アマナグループの競争力を武器として、フルオーダーから
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レディメイドタイプ、商品カタログから会社案内のような用途まで、さまざまなニーズ
に応えた電子カタログサービスを拡充し、マーケットを拡大します。

新技術を導入し、レディメイド型制作サービスを開発
● 2012年度の取り組み
電子カタログの拡販体制を強化するため、レディメイド型制作サービスの開発に着手
しました。電子ファイルの共有・配信サービスやアプリ開発等電子カタログの最先端
技術を持つ企業との業務提携を推進し、導入やコスト面での手頃さを提供するサー
ビスを拡充。アマナグループならではの表現力・技術力は変わらず、お客様の裾野を
広げる営業体制と制作体制の構築に注力しました。

デジタルメディア商材戦略が奏功し、三期連続増収
● 2012年度の業績
デジタルメディア関連商材に注力した販売戦略が奏功し、ウェブや電子カタログの売上
が堅調に推移した結果、売上高は前期に比べ33.1%増加いたしました。利益面では、
売上高増加に伴う外注費と電子カタログ拡販体制強化のための人件費及び業務委託
費等が増加し、前期を下回りました。

アマナグループならではの高付加価値商品の開発
● 今後の方針
アマナインタラクティブは、2013年1月｢アマナクリエイティブ」に商号変更し、「ビジュ
アル・コミュニケーション事業」において制作業務を担います。今後も進化する技術を
反映した高付加価値な商品・サービスを開発し、多様なマーケットに向けて、デジタル
メディア時代の新たなビジュアル・コミュニケーションを提案してまいります。
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広告の企画制作事業

企画制作：アマナインタラクティブ
用途：電子カタログ （ベアエッセンシャル株式会社）

企画制作：アマナインタラクティブ
用途：電子カタログ（ハイアット リージェンシー 東京）

企画制作： アマナインタラクティブ
用途：電子カタログ（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）



日本アニメと独自ノウハウの融合、 
コンテンツ・ビジネスにおける 
リーディング企業に

制作事例

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、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。当事業は、前期より連結業績の範囲に加わっています。

3DCG映画の人気により、拡大する海外市場
● マーケットニーズ
エンタテインメント業界においては、昨今の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、海外市場は着実に拡大傾向にありま
す。しかしながら、映画と比較するとTVシリーズ案件制作では、創造性と同時に制作
スピード、コスト競争力など、高い付加価値と生産性が求められています。

「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」
● 事業戦略
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によっ
て、「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」、
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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ています。これらの競争力を
進化させることで、大型案件の安定的受注を確保する一方、独自の企画によって世界
に発信する、日本のアニメーションビジネスの新たな展開を目指します。

海外制作体制構築を本格化、マレーシアにおける合弁会社を設立
● 2012年度の取り組み
海外制作体制の構築を推し進める中、マレーシア有数のアニメーションスタジオSilver
Ant社とマレーシアにおける合弁会社を設立しました。高いクオリティのCG映像を
効率的に供給できる分業体制を構築し、国内外からの大型案件の受注を拡大。利益
創出にも注力し、さらなる競争力の強化を図ります。

独自のデジタルアニメーションの世界展開により、高い国際的評価
● 2012年度の業績
大型海外TVシリーズの制作が大きく貢献し、当初計画に比べ増収増益となりました。 
2010年から手がける全編フルCGのTVシリーズ「トランスフォーマー プライム」では、 
テレビ業界のアカデミー賞として知られるエミー賞の主要部門「アニメーション番組
特別部門賞」の最優秀賞を受賞、国際的にも高い評価を受けました。

企画型事業開発を進め、日本アニメーションのグローバル展開を目指す
● 今後の方針
日本の文化基盤を礎にした独自性の高いコンテンツの創出、コンテンツを最も効果
的に表現できる先端技術の開発・駆使、拡大する海外取引に対応する経営管理力の
強化に注力。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
融合させた企画型事業開発を推し進め、グローバルな事業展開を図ってまいります。
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エンタテインメント映像制作事業

げんきげんきノンタン「スプーン たんたんたん」
©SACHIKO KIYONO/ITOCHU/POLYGON PICTURES/ 
NIPPON COLUMBIA

トランスフォーマー プライム
©2012 Hub Television Networks, LLC. 
All Rights Reserved.

トロン：ライジング
©Disney



● 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
（2012.12.31現在）

6,108,588
5,623,339
2,526,573
2,338,730

758,035
7,286

11,739,214

4,409,685
4,156,682
8,566,367

1,097,146
1,334,988

939,993
△304,150

4,459
100,408

3,172,846
11,739,214

前期
（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

point
前期末に比べ資産は673百万円増加し、負債は
749百万円増加しました。主な要因は、マーケット
開拓戦略の推進のため連結子会社化したストック
フォト販売事業における有限会社ネイチャー・プロ
ダクション他２社の株式取得に伴うのれん、広告
ビジュアル制作事業において「食」マーケット戦略
に基づくスタジオ改修工事などによるものです。
純資産は、前期末に比べ75百万円減少しました。
主な要因は、配当金支払いによる利益剰余金の
減少です。

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

37.6%
（18.7%） 27.0%

52.0% 47.9%

35.4%
（30.3%）

繰延資産

0.1%

（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
（2012.1.1～2012.12.31）

16,575,531
10,088,189

6,487,342
6,301,042

186,299
71,741

134,530
123,511

-
97,829 
25,682
78,935

△90,075
32,910

3,912

前期
（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
△14,929
△123,612

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）

2012.12

13,681

16,575 

11,931

2011.12

2010.12

point
売上は、マーケット開拓が着実に前進しウェブ等
デジタルメディア関連商品が伸張したこと、また
新たな事業領域であるエンタテインメント映像制
作事業が加わったことにより、前期に比べ21.2％
増加し、上場来最高となりました。
利益は、戦略的な投資による人件費やプロモー
ション活動費用の増加に加え、新たなビジネスの
構築等時代の変化を先取りする先行投資を加速
した結果、営業利益及び経常利益は前期を下回り
ましたが、当期純利益は改善しました。

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
（2012.1.1～2012.12.31）

292,936
△1,332,595

826,918
12,209

△200,530
1,574,268
1,373,738

前期
（2011.1.1～2011.12.31）

898,250
△1,259,089
△20,705

△6
△ 381,551
1,955,819
1,574,268 *セグメント間取引消去前の売上高を表示しております。

7,429

3,239

4,063

2,728
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決算の状況



株式会社アマナホールディングス

株式会社アマナイメージズ

株式会社アマナ

株式会社アマナクリエイティブ
（アマナインタラクティブから商号変更）

株式会社ポリゴン・ピクチュアズ

ストックフォト事業

ビジュアル・コミュニケーション事業の
企画・プロデュース

ビジュアル・コミュニケーション事業の制作

エンタテインメント映像事業

株式会社アイウェスト

有限会社ネイチャー・ブックス

株式会社ヒュー

株式会社ワンダラクティブ

WORKS ZEBRA USA,INC.

株式会社エイ・アンド・エイ

株式会社料理通信社

amanacliq Asia Limited

株式会社ニーズプラス

株式会社ワークスゼブラ

株式会社アキューブ

株式会社ヴィーダ

株式会社ライジン

Silver Ant PPI Sdn. Bhd.

株式会社アマナサルト

株式会社アマナシージーアイ

株式会社スプーン

株式会社アン

株式会社ハイドロイド

amanacliq Shanghai Limited

有限会社ネイチャー・プロダクション 有限会社ネイチャープロ編集室

株式会社ウエストビレッジ 
コミュニケーション・アーツ

● 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
（2012.12.31現在）

2,735,798
9,234,189
2,383,699

800,334
6,050,155

11,969,988

4,606,237
4,046,174
8,652,411

1,097,146
1,334,988
1,189,592
△304,150
3,317,576

11,969,988

前期
（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

● 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
経常損失（△）
 特別損失
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
当期純損失（△）

当期
（2012.1.1～2012.12.31）

3,183,121
3,138,488

44,633
57,882

115,670
△13,153

43,960
△57,114

2,290
△4,029
△55,375

前期
（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

72,588
△275,753
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決算の状況 アマナグループ（2013年2月28日現在）



● 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  ............................. ストックフォト事業
  ビジュアル・コミュニケーション事業
  エンタテインメント映像事業
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
取締役  .................................... 田中 和人
取締役  .................................... 塩田 周三
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
社外監査役  ............................ 飛松 純一
社外監査役  ............................ 髙橋 俊博

9.12 %

● 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  ......................................................... 10,140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
株式会社みずほ銀行
株式会社ADKインターナショナル
株式会社三井住友銀行
合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

株 主 名 持 株 数 持株比率
1,248,600

360,000
284,100
120,000
113,500
100,000

76,000
60,000
51,200
50,000

2,463,400

25.10%
7.23%
5.71%
2.41%
2.28%
2.01%
1.52%
1.20%
1.02%
1.00%

49.53%
（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。

68.64%

17.92%

4.32%

0.62%

0.1%
0.13%

99.15%

写真って面白い！
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街中に出現する映画のような迫力
「3Dプロジェクションマッピング」　
－リュミエの森－

街中でも見かけるようになった3Dプロジェクションマッピン
グ。プロジェクターを使用し、あたかも建物や物が実際に動い
ているような印象を与える、最先端の映像表現です。ポリゴン・
ピクチュアズは、昨冬カレッタ汐留で開催された国内最大級の
イルミネーションと映像のコラボレーションショー“Caretta  
Illumination 2012 「リュミエの森｣”の映像コンテンツを演出・ 
制作。より創造的で、常に新鮮な表現や感動を生み出すアマナ
グループのビジュアルが、街にも飛び出しています。

株式の状況（2012年12月末） コーポレートデータ（2013年3月23日現在）
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