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letter to stakeholders

株主の皆様へ

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。
表紙の写真
時代の流れとともに
「伝える」
から
「感じる」へと進化
する写真。
身近な被写体の写真は強く、
深く、
人々の心
を揺り動かし、
ライフスタイルを感じる写真への共感を

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
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集めています。物語を語り、想像力を豊かにする写真。

エンタテインメント映像事業 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8

そんな写真に親しみ、
想見していただければ幸いです。

2014年の戦略 −グループ経営体制再編− ̶̶̶̶̶ 10

aman!aについて

2014年の戦略 −情報発信型ビジネスの構築− ̶̶̶ 12

“アマニア”は、
社名の“amana”と熱狂的なファンを表す

連結財務諸表

“mania”からの造語です。
アマナグループの熱狂的な

株式の状況

ファンをたくさん作りたいとの想いから生まれました。

世の中の変化のスピードが加速し、
ビジネス環境が大きく変化するなか、
アマナグループが
事業を展開するビジュアル・コミュニケーションマーケットにおいては、デジタル化による
メディアの変化、価値観の多様化によるライフスタイルの変化が、
マーケットを大きく変え、
スマートデバイスの普及拡大が、
ビジュアルの大量消費の時代へと拍車をかけています。
このようなメディア変革期において、
マーケットの変化を柔軟に捉え、多様化するニーズを
いち早く掴み、
スピードあるソリューションビジネスを展開することが重要であると考えて
おります。
2013年1月、
ソリューションビジネス拡大のため、
広告ビジュアル制作
（素材受託制作）
事業
と広告の企画制作
（コンテンツ受託制作）
事業の営業部門を一元化しました。
２つの事業の
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営業統合により誕生したビジュアル・コミュニケーション事業は、前年比23％の売上成長
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となり、
グループ連結で目標としている二桁成長を3年連続で達成（2013年は11％）
する

コーポレートデータ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 17
写真って面白い！ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 17

原動力となりました。
私たちアマナグループは、
マーケットのニーズを捉えた
「攻め」
の姿勢で、
常に新しいビジュアル・
コミュニケーションを社会に提供し、
「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。
株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ

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

ます。

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

2014年3月

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。

代表取締役社長 兼 グループCEO

進藤 博信
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corporate strategy

新たな成長に向けたグループ戦略の展開
変化から進化へ。
©SACHIKO KIYONO/ITOCHU/
POLYGON PICTURES/NIPPON COLUMBIA

アマナグループの成長戦略

2013年の戦略と業績

2014年の方針

マーケットの変化をグループの進化へ

マーケット拡大のための
「営業力強化」
と
「商材開発」

さらなる営業体制強化

デジタル技術の革新は、
メディアの多様化、価値観の多様化と相まって

アマナグループでは、
ビジュアルの消費拡大に向けた積極的なマーケット

コーポレートを中心に展開するビジュアル・ソリューションビジネスの

マーケットの多様化をもたらし、アマナグループが事業を展開する

拡大戦略を展開し、
顧客・業界・地域の開拓、
効率的な制作環境の共有

拡大を推し進めるため、
営業体制を再編し、
さらなる営業力強化を目指し

ビジュアル・コミュニケーションマーケットを取り巻く環境は、
スピード

システム開発や新商材開発等、
マーケット拡大のための営業力強化と

ます。
まず、
ビジュアル・コミュニケーション事業とストックフォト事業の営業

を加速させながら劇的に変化しています。
このようなマーケット環境の

商材開発に取り組みました。
2013年1月、
素材制作系事業とコンテンツ

部門を統合。
2つの事業がもつ業界・クライアント情報を有効活用し、
営業

中で、
私たちアマナグループは、
持続的な成長を遂げるため、
このメディア

企画制作系事業の営業部門を集結し営業体制を再構築。
マーケット

担当が扱う商材・サービスの幅を広げながら、
ニーズに最適なソリュー

変革期を大きなチャンスと捉えています。
マーケットの変化を敏感に

ニーズに柔軟に適応しながら、営業力の強化を図りました。

ションを提供できる体制を構築。
さらに、
ホールディングス機能が一体
化することにより、戦略的・機動的な経営資源の活用促進を図ります。

捉え、
自らが進化し続けることで持続的な成長をめざす中期経営計画

最先端のデジタル技術を取り込んだ商材開発は、
アマナグループの強み

を2013年2月に発表しました。
中期経営計画に関する具体的な事業別

である表現力・企画力に技術力が加わり、発想と知恵を集結しました。

戦略は4ページ以降をご覧下さい。

また、
上海、
マレーシア等アジア地域の営業・制作会社を設立し、
グロー

制作の合理化促進

常に新しいビジュアル・コミュニケーションを提案し、社会に貢献する

バルマーケットを見据えたアジア拠点の基盤を構築しました。

動画系案件増加に伴う外注コスト増加の対策として、
外注コントロール

ことがアマナグループのミッションです。

センターを設けて、外注の適正価格検証機能と制作効率化による外注
2013年の業績は増収増益

費コントロールの徹底を図る体制を進めます。
また、
知恵集約型の制作

次世代型ビジュアル・ソリューションビジネスの拡大

連結売上高は、
3期連続で2桁成長を達成。
原動力となったビジュアル・

ワークフローを支援するacp（amana creative platform）開発を

日進月歩のデジタル技術の革新は、常に新しいニーズを生みだしてい

コミュニケーション事業では、
コーポレート
（法人顧客）
向けのターゲット

推進し、制作ワークフローの合理化を促進します。

ます。
アマナグループは、
ビジュアルマーケットにおいて多様なニーズに

とニーズを的確に捉えた営業活動が奏功し、前年比23％の成長となり

対応するビジュアルの提供はもちろん、最先端の技術を駆使し、今後

ました。
ストックフォト事業では、
2007年以来続いていた対前年比売上

情報発信型ビジネスの構築

ますますコミュニケーション手段として多様化・大量化するビジュアル

高減少の傾向が増加に転じ、
エンタテインメント映像事業では、
海外の

2013年、
出版・EC・イベント等を複合的に組み合わせたコンシューマ

について、
多様なメディアへの対応や、
企画から制作・管理・再活用まで

大型案件終了に伴い減収となりました。

向けの情報発信型新規ビジネスに取り組みました。
このビジネスは、
コー

をワンストップで提供することでビジネスの拡大を図ります。

利益面については、動画系案件の大幅な伸びによる外注コストが増加

ポレートを呼び込む磁石であり情報発信のエンジンとなるもので、
今後

あらゆるお客様の役に立つ創意工夫が、私たちアマナグループの成長

しましたが、
コスト抑制に努め、
営業利益、
経常利益、
当期純利益いずれ

の本格的なビジネス展開に向けた基盤構築を促進します。なお、
この

に繋がると考えています。

も前年を上回りました。

新規ビジネスの活動については12ページをご覧下さい。

review of operations

ビジュアル・コミュニケーション事業

静止画・CG・動画などのビジュアル素材制作やTV－CM・Webサイト・

2013年の取り組み

グループでは、商材開発で進化した電子カタログやshelf※などの拡販

スマートデバイス向けアプリケーションなどのコンテンツの企画制作

広告ビジュアル制作
（素材受託制作）
事業と広告の企画制作
（コンテンツ

にグループ横断で取り組みます。
ストックフォト事業の営業部門統合に

を行います。広告代理店のアートディレクターやデザイナー、企業の

受託制作）
事業の営業部門を集結。
重点商材である電子カタログ・動画・

よる営業リソースを活用し、取引企業内のクロス案件（クロスセル）
の

広報・宣伝・販売促進担当者などのさまざまなビジュアルニーズに対応

CGIについては専門チームを発足し、
プロデュースと技術を併せ持つ

受注活動に注力します。
また、多様化するマーケットにおいては、企画

し、
ビジュアルソリューションを提供しています。

営業力の強化を図りました。
海外展開においては、
上海を中心にアジア

から制作、納品、管理・活用までワンストップで対応する仕組みとその

地域の営業活動が本格稼働。制作については、経営資源の有効活用

スピードが求められます。2014年は、
クロスセルとワンストップをキー

の一環として、
スタジオ機能の差別化を施し、制作環境の整備を推進

ワードに営業活動を展開します。

しました。
そのほか、
最先端技術を駆使した商材開発に注力しました。

※ shelf：	acp（amana creative platform＝制作ワークフローを合理化するクラウド型クリエイティブプラットフォーム）
に

中期経営計画の概要（事業戦略）
●

営業力強化

●

電子カタログ、動画、CGIのソリューション力強化

●

外部リソース活用による多様性、効率性の追求

		

Shelfは、
コンテンツ管理が簡単なだけでなく外部アプリ・システムとの連携機能によりさまざまなアウトプットを実現

2013年の業績

ビジュアルに関するソリューションビジネス拡大のため、
営業力を強化。

2013年は、
コーポレートへの営業活動が奏功し、前年比で23％の

注力商材である電子カタログ、動画、CGIの拡販体制の構築とさらなる

成長となりました。企業のニーズは、
オウンメディア活用にその傾向が

商材開発を進めコーポレート顧客の拡大を図ります。

みられ、映像制作、Webサイトなど動画系案件が増加。
また、電子カタ

制作への多様化するニーズについては、外部リソース活用と技術開発

ログ・CGIなどの注力商材も堅調な伸びとなり、
業界別の最適な商材の

によって、多様性と効率性を追求する体制を構築します。

おけるコンテンツ管理システム
（CMS）

プロモーション活動が受け入れられました。
Web制作や映像制作案件
に加え、TV-CM案件が伸長したことにより、売上商材の構成が大きく

マーケットの状況

変化し、
外注コストが増加しました。
営業力強化に加え、
次世代ソリュー

スマートデバイスの普及は、
メディアを多様化させ、
４～7インチのデバイス

ションを担う新商材開発のための技術力強化など、人員を中心に先行

を中心に高い表現力のビジュアルニーズが増加するなど、
ビジュアル・

的な投資を行いましたが、営業利益は前期を上回りました。

最先端技術で進化する“電子カタログ”
2011年、
コーポレート向け主力商材として開発されたiPad、iPhone
対応の電子カタログは、2013年、
レスポンシブWebや、
ネイティブアプ
リケーションで開発されたマルチデバイス対応の"電子カタログ"として
その領域を拡大。
さらに、acpのshelfとの連動によりCMS機能を追加。
2014年、
さらなる進化を見据え、技術対応に注力します。

コミュニケーションコンテンツの多様化は加速しています。
このように
マーケットが大きく変化する中、
アマナグループの強みである
「表現力」

2014年の方針

「企画力」に加え、
「 技術力」で商材開発を推進し、営業統合によって

2013年、
スマートデバイスの出荷台数がPC出荷台数を上回り、
企業の

「営業力」
を強化して、
マーケットの変化に柔軟に対応します。

スマートデバイス活用は、
ますます拡がっていくと予測されます。
アマナ
4
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ストックフォト事業

契約するフォトグラファーやイラストレーター、
提携企業から預託した

2013年の取り組み

写真やイラスト、音源、
フォントなどの著作物を、広告や出版、
マーケ

ストックフォト販売の効率化を進めながら、amanaimages.comを

ティング、エンタテインメントのクリエイティブ素材として、販売する

コンテンツ制作のソリューションサイトとするため、商材の拡充と購入

事業で、約2,500万点にのぼるコンテンツをオンラインで提供してい

手続きの簡略化を推進。
さらに、
パートナー企業とシステム連携したコン

ます。
さらに、
全国500名のフォトグラファーを擁する撮影サービスや

テンツ流通によって、
さまざまなエンドユーザーに利用していただく機会

360度のパノラマ撮影などのサービスを展開しています。

を得ました。
また、
ソリューションアイテムとして好評を得ている360度
パノラマ撮影（パノウォーク）
は、静止画から動画、
そして空中動画にも

中期経営計画の概要（事業戦略）

対応するなど、多様なニーズに応えるべく、
アマナグループならではの

● amanaimages.comをコンテンツ制作のソリューションサイトへ

進化を続けています。

● 保有する素材を活用したコンテンツ化ビジネスの推進

Yahoo! JAPAN「さわれる検索」
プロジェクトに協賛
3Dモデリング素材を無償提供

アマナイメージズは、
ヤフー株式会社が実施している
「さわれる検索」
プロジェクト
に3Dモデリング素材を無償提供し、
活動を支援しています。
「さわれる検索」
プロジェ
クトとは、
盲学校に導入される
「さわれる検索」
マシンを通じ、
生徒たちに3Dプリンタ

●ス
 トックフォトの仕入・販売フローの効率化

2013年の業績

当事業の顔となるamanaimages.comをクリエイターにソリュー

ストックフォト以外の商材・サービスの積極的な営業活動が奏功し、

ションサイトとして活用していただくため、商材の拡充と利便性を追求

リーマンショック前後より続いていた対前年比売上高減少傾向が僅か

し、IT活用で販売フローの自動化を促進します。
また、教育マーケット

ながら増加に転じました。
撮影サービスやパノウォーク、
素材コンテンツ

に向けて、
保有する素材を活用した出版企画の提案
（素材のコンテンツ

のコンテンツ化サービスのコスト増加により原価率が上昇するなど、

化）
や自然科学のビジュアルやテキストなどの素材コンテンツをデータ

営業利益は減少しました。

ベース化（素材コンテンツのコンテンツ化）
し、
ビジネス領域の拡大を
目指します。

アマナグループの営業リソース集中化に伴い、営業関連部門はビジュ

で出力した立体物に触れ、
「物の形」
を学習していただくプロジェクトです。
アマナイメージズでは、
使用する3Dプリンターの特性を考慮した上で、
実物が大きい
ため触れて全体像を確認できない
「信号機」
や
「すべり台」
、
普段触れる機会が少ない
水中の生き物など、
生徒たちの目線でアイテムをセレクトしました。
子どもたちの好奇
心や学ぶことへの意欲に重きを置き、
「さわる」
ことによる新たなコミュニケーション
分野の発展をサポートいたします。

2014年の方針

マーケットの状況

アル・コミュニケーション事業と連携し、
ストックフォト事業が持つ資源

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

を有効に活用した営業活動を行います。
商材開発については、
効率化と

デジタルコンテンツの需要が拡大し、
コンテンツ制作のソリューション

拡充を推進し、
自然科学を中心に教育マーケットに向けて、素材のコン

サイトとしてのマーケットニーズは高まっています。

テンツ化や素材コンテンツのコンテンツ化ビジネスを本格化します。
6
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エンタテインメント映像事業

テレビ、
映画、
ゲームなどを媒体とするCGアニメーションやオリジナル

2013年の取り組み

キャラクターなど、
ハイエンドのデジタルコンテンツを世界に提供する

デジタル・アニメーション制作の制作効率改善と品質向上、
新たな収益

事業です。独自のオリジナル作品企画、キャラクターの開発などにも

モデルの確立を目指し関連ビジネスへの進出、新規事業開発に向けた

注力。企画提案型プロダクションとして積極的にビジネスを展開して

体制の整備に取り組みました。
映像企画やシナリオ制作といったプリ・プロ

います。

ダクションプロセス
（プリプロ：上流プロセス）
へ進出し、
世界から評価され
た3DCGアニメーション制作技術に、
日本の伝統的な映像表現を加えた

中期経営計画の概要（事業戦略）

新たな作品に企画から参画。
マレーシアに制作拠点を設立しコスト競

クリエイティブ ：製作委員会への参画、原著作の創作等権利ビジネス

争力を高め、
研究開発専門の会社設立によって付加価値を高めるなど、

		 への参入による複合的価値の創出

今後のマーケット拡大をにらんだ営業・制作・開発の基盤を拡充しました。

テクノロジー ：コンテンツを最も効果的に表現できる最先端技術を

ポリゴン・ピクチュアズ30周年記念作品『シドニアの騎士』
Netflix,Inc.との独占契約により、欧米諸国で配信

		 開発・駆使し、生産性向上と競争力の強化

2013年の業績

マネジメント ：Worldwideでビジネスを展開する基盤を構築

2013年は、今後の戦略を担う基盤構築期間と位置づけ、事業活動を

クリエイティブ・テクノロジー・マネジメントの3つの要素を高い水準で

行いました。
そのため売上高は前期に比べ減少しましたが、
プリプロ領域

実現し、
“POLYGONブランド”を世界に打ち出すこと。
Worldwideビジ

を開拓し受注を獲得。海外制作子会社については、
日本サイドからの

出資で製作中のTVアニメーション
『シドニアの騎士』
（原作：弐瓶勉、講談社刊）。

ネスを見据え、
トレンドに適合する新技術・映像手法を確立し、
生産性、

発注の遅れにより一部稼働の遅延がありましたが、東京－マレーシア

日本国内では、
2014年4月よりMBS、
TBS他の“アニメイズム”枠にて放送が開始、

競争力を実現する礎を築いていきます。

間の連携体制を整備し本格的な稼働体制が整いました。先行投資の

ポリゴン・ピクチュアズ30周年記念作品として、
キングレコード、講談社との共同

さらに世界屈指のインターネットテレビネットワークであるNetflix, Inc.との独占契約
により、2014年夏より
北米、南米、欧州各国
など、
Netflixのサービス
地域に配信されます。
Credit:

左・中列：
「シドニアの騎士」©弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局
右列上より：
「シーフ」Thief ©2014 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Eidos-Montreal. THIEF,

the THIEF logo, EIDOS-MONTRÉAL and the EIDOS logo are trademarks of Square Enix Ltd. SQUARE ENIX and
the SQUARE ENIX logo are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other
trademarks are the property of their respective owners.,「トランスフォーマー プライム」©2014 Hub Television
Networks, LLC. All Rights Reserved.,「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」Star Wars: The Clone Wars ©Lucasfilm
Ltd. All rights reserved.,「トロン・ライジング」©Disney

一方でコスト軽減を徹底し、計画を上回る営業利益を計上しました。
マーケットの状況
デジタル技術革新によって、
開発スピードは加速する一方、
制作コストの

2014年の方針

削減は大きな課題となっています。
デジタル・アニメーション制作におい

プリプロ進出を足掛かりに、企画型プロダクションへの回帰を目指し、

ては、技術力はもちろん、作品のオリジナリティ・創造性・表現力と同時

新マーケットへ挑戦。
そのための企画・演出力やプロデュース力の強化

に、低コスト制作、
スピードが求められるなど、高い付加価値とコスト

と新技術開発に注力します。
一方で、
海外制作会社の制作管理力を強化

パフォーマンスが求められ、制作マーケットの厳しさは続いています。

し、
コスト競争力の強化を図っていきます。
8
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moving forward

2014年の戦略

— グループ経営体制再編 —

スマートデバイス普及によるメディアの多様化に対応するには、
より

アマナホールディングスとアマナが合併することにより、営業部門と

幅広い対応とスピードアップが要求されます。
アマナグループは、
この

ホールディングス機能を一体化させ、
アマナグループの経営資源をより

要求に対応するために、
ワンストップ化を推進します。
このため、
エンタ

戦略的・機動的に活用し、営業体制の強化と効率的な営業支援体制

テインメント映像事業を除く営業部門を集結し、営業体制を一本化

を確立します。

株式会社アマナ

するグループ経営体制再編を行います。
経営体制再編の目的
アマナグループでは、
ビジュアルの消費拡大に向けた積極的なマー
ケット拡大戦略を展開し、顧客・業界・地域の開拓をはじめ、効率的な

❶ 吸収分割

アマナイメージズの“営業部門”をアマナへ

❷ 吸収合併

アマナホールディングスとアマナが合併

❸ 商号変更

アマナホールディングスはアマナへ

＜内容＞ 営業 ＋ 制作進行 ＋ 営業支援 ＋ HD機能

アマナＨＤ ＋ アマナ ＋ アマナクリエイティブ管理 ＋ アマナイメージズ営業

制作環境の共有や商材開発・人材育成などさまざまな施策に取り組んで
います。
2013年1月に実施した、広告ビジュアル制作（素材受託制作）事業と
広告の企画制作（コンテンツ受託制作）事業の営業部門統合は、成果
をもたらすと同時に、
マーケットの拡がりとその可能性を示しました。

再編の日程

さらに、多様化するニーズに対応するためワンストップ化を推進する

2014年3月21日、
アマナ、
アマナイメージズ間の吸収分割が各社の

グループ経営体制へと再編し、
営業体制を強化します。

定時株主総会で承認、
アマナホールディングス、
アマナ間の吸収合併

2014年のグループ経営体制の再編は、経営資源を有効活用するため

が各社の定時株主総会において承認されました。
これにより、4月1日、

の営業体制の一本化と利益創出のための制作の合理化促進を目的と

吸収分割および吸収合併の効力が発生する予定です。

しています。
商号変更
吸収分割、
吸収合併の概要

2014年4月1日の効力発生によって、
アマナホールディングスは、持株

アマナとアマナイメージズの吸収分割により、
ビジュアル・コミュニケー

会社から事業会社になります。
これに伴い、商号を
「株式会社アマナ」

ション事業およびストックフォト事業の営業部門を統合します。
さらに、

に変更する予定です。

グループ体制図

（2014年4月1日予定）
2014年1月〜4月1日 グループ経営体制再編
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moving forward

2014年の戦略

— 情報発信型ビジネスの構築 —

アマナグループは、
キッズファッション誌「MilK」、食の世界のオピニ

じい発展を遂げ、
政治的、
文化的にも激動期のパワー溢れる写真群は、

ISETAN × IMA

オンリーダー誌
「料理通信」
に加え、
2012年8月、
写真をゆっくり読む

40年を経た今もなお輝きを放って、観る者を魅了しました。

LIVING WITH PHOTOGRAPHY -アート写真のある暮らし-

写真を多角的に楽しむ総合スペース
「IMA CONCEPT STORE」

雑誌「IMA」
を創刊。3つのメディアは、
出版・EC・イベントを複合的に

伊勢丹新宿店にて開催

組み合わせた情報発信型ビジネスに着手しました。
その中で、
「IMA」

インテリアブランドと日本を代表する現代アートギャラリーのコラボ

写真の楽しみをリアルに提供する総合スペースとして
「IMA CONCEPT

の2013年活動の報告と2014年の取り組みをご紹介します。

レーションイベント。
インテリアブランドがテーマに沿った空間を作り、

STORE
（イマコンセプトストア）
」
を六本木AXISビルにオープン。
写真に

その空間でアート写真を飾り、作品を販売。
日常を豊かに彩ってくれる

特化した商業空間として都内最大級のフロアは
「IMA Gallery」
「
、IMA

写真のある暮らしを提案しました。

Books」
「
、IMA Cafe」
の3つの空間で構成されています。
アート写真作品

Starbucks × IMA

2014年3月15日
（土）六本木にオープン

「Starbucksのルーツを巡る旅／旅の往復書簡」
をテーマに、2人の

や写真集、
クリエイターとのコラボグッズの販売、
写真家や著名人、
企業

写真家がミラノとシアトルで撮りおろした写真を、
「 IMA」8月号で20
ページの特集を掲載。
Special Bookletとして30万部を全国100店舗
で配布、写真展示やトークイベント開催、
ポストカードプレゼントなど、
テーマをもった写真が様々なコミュニケーションで活躍しました。

によるセミナーやイベントも開催。
ライフスタイルにこだわりを持つすべて
の人々が楽しめる空間を提供します。

左上から：立木義浩
「舌出し天使」
, 沢渡朔
「Kinky」
, 渡辺克巳
「新宿群盗伝」
, 細江英公
「シモン 私風景」/ 左下から：有田泰而
「First Born」
, 内藤正敏
「東京」
, 寺山修司
「摩訶不思議な客人」
, 森山大道
「写真よさようなら」
, 須田一政
「わが東京100」

PANASONIC・LUMIX × IMA
「LUMIX MEETS／TOKYO2020
BY JAPANESE PHOTOGRAPHERS 9」
日本の写真家が世界で注目される中、
次に続く有望な若手日本人写真

WWD マガジン

家9名による写真展をパリ、東京の2都市にて開催。東京に加え、世界

2013年冬号

中のアートフォト関係者が集う
「パリ写真月間」会期中のパリを作品

（INFASパブリケーションズ刊）

発表の場として、彼らのユニークでパワー溢れる作品を発信しました。

ファッショニスタが選
ぶ「毎号必ずチェック

ARMANI × IMA アルマーニ / 銀座タワーにて開催

する雑誌」
に日本の雑

「TOKYO 1970 by Japanese Photographers 9」
1970年代を代表する9人の写真家が高度経済成長期の「東京」を
モチーフに、
独自の視点で撮影した作品約300点を展示。
日本がすさま

誌で唯一ランクインし
赤鹿麻耶
「ヤッテミヨウ！」

ました。
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financial information

連結財務諸表

連結＞要約貸借対照表
（資産の部）

（単位：千円）

当期

前期

（2013.12.31現在）

（2012.12.31現在）

流動資産

7,798,943

6,108,588

固定資産

5,982,211

5,623,339

有形固定資産

2,829,543

2,526,573

無形固定資産

2,198,766

2,338,730

953,902

758,035

繰延資産

4,166

7,286

資産合計

13,785,321

11,739,214

投資その他の資産

ポイント

前期に比べ資産は2,046百万円、負債は2,085百万円、

ケーション事業において12月に売上が集中したことによる
売掛金残高の増加、エンタテインメント映像事業の国内
案件による仕掛品の増加。主な負債増加の要因は、売上高
増に伴う仕入債務の増加などです。
純資産は、前期に比べ39百万円減少しました。主な要因
は、配当金支払による利益剰余金の減少によるものです。

5,774,390

4,409,685

資産

固定負債

4,877,378

4,156,682

負債合計

10,651,769

8,566,367

■ 流動資産

資本金

1,097,146

1,097,146

資本剰余金

1,334,988

1,334,988

利益剰余金

904,249

939,993

△304,150

△304,150

29,457

4,459

負債・純資産合計
（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益
営業外費用

特別損失

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

43.4%
56.6%

■ 固定資産
■ 繰延資産

少数株主持分

売上総利益

特別利益

0.0%

（純資産の部）

純資産合計

売上高
売上原価

税金等調整前当期純利益

流動負債

その他の包括利益累計額

（2013.1.1～2013.12.31）

経常利益

財務状況

71,862

100,408

3,133,552

3,172,846

13,785,321

11,739,214

（単位：千円）

当期

増加しました。
主な資産増加の要因は、
ビジュアル・コミュニ

（負債の部）

自己株式

連結＞要約損益計算書

少数株主利益または少数株主損失（△）

当期純利益

前期

（2012.1.1～2012.12.31）

■ 流動負債

41.9%
(19.7%)

■ 固定負債
■ 純資産
※
（

）
内は有利子負債

35.4%
(32.5%)

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

（注）記載事項は、千円未満を切り捨て表示しております。

大きく寄与し、
前期比12.8％の増加で、
3年連続で2桁成長

16,575,531
10,088,189

を達成しました。
売上原価については、
売上高増に伴う外注

7,249,080

6,301,042

ついては、戦略的な投資による人件費や活動費等の増加に

7,488,164
239,084

52,369

166,031

6,487,342
186,299
71,741

134,530

125,422

123,511

40,900

97,829

-

25,682

△24,687

△90,075

38,847

3,912

△57,542

費及び制作費のほかアジアマーケット進出に伴うコスト
増により、前期比11.1％増加、販売費及び一般管理費に
より、前期比15.0％増加しました。
利益面については、
コスト抑制に努め、
営業利益、
経常利益、
当期純利益はいずれも前期を上回りました。

-

84,521

127,905

78,935

32,910

（単位：千円）

当期

22.7%

売上高は、
ビジュアル・コミュニケーション事業の成長が

18,700,178
11,212,014

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書
負債

ポイント

前期

売上高の推移（単位：百万円）

2011.12

セグメント別
売上構成比率

（2012.1.1～2012.12.31）

203,172
△1,198,612

292,936
△1,332,595

■ ビジュアル・
コミュニケーション

58,272

12,209

■ エンタテインメント
映像

△170,204

1,373,738

1,203,533

826,918

△200,530

1,574,268

16,575

2012.12

（2013.1.1～2013.12.31）

766,963

18,700

2013.12

■ ストックフォト

13,681
0.2%

11.7%
17.4%
70.7%

■ その他

1,373,738
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corporate data

株式の状況

（2013年12月末）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

株式数

株主名
進藤博信
株式会社T-MEDIAホールディングス
有限会社生活情報研究所
株式会社堀内カラー
株式会社三菱東京UFJ銀行
萬匠憲次
株式会社みずほ銀行
株式会社桜井グラフィックシステムズ
株式会社三井住友銀行
株式会社アマナホールディングス役員持株会
（紫会）
合計

（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。
3. 構成比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

株式のご案内

事業年度 .........................................
定時株主総会 .................................
基準日 .............................................
		
		
株主名簿管理人 .............................
		
連絡先
		
		
特別口座の口座管理機関 .............
		
連絡先
		
		

コーポレートデータ

写真って面白い！

会社概要

世界遺産「二条城」360°バーチャルツアー

（2014年3月21日現在）

大株主状況（上位10名）
持株数
1,248,600
360,000
247,000
120,000
100,000
76,000
60,000
55,000
50,000
46,700
2,363,300

持株比率
25.10%
7.23%
4.96%
2.41%
2.01%
1.52%
1.20%
1.10%
1.00%
0.93%
47.52%

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 ............................................................ 11,795名
株式分布状況
0.6%

4.9%

持株数比率
■ 個人・その他
■ その他の法人

15.7%

■ 金融機関

77.9%

■ 金融商品取引業者

1月1日～12月31日
毎年3月
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
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
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）
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
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）

0.7%

■ 外国法人等
0.0%

0.1%

0.5%

0.1%

株主数比率
■ 個人・その他
■ その他の法人
■ 金融機関
■ 金融商品取引業者
■ 外国法人等

99.1%

interesting

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: 03-3740-4011
		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・コミュニケーション事業
		ストックフォト事業
		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 .....................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
取締役 ................................................
社外取締役 ........................................
常勤監査役 ........................................
監査役 ................................................
社外監査役 ........................................
社外監査役 ........................................

展覧会紹介ツールを制作

東京国立博物館平成館にて開催された特別展「京都―洛中洛外図と障壁画の美」
において、
「二条城」
の紹介コンテンツとして
「パノウォーク」
が採用されました。
通常、
一般来場者が立ち入ることができない
「二条城二の丸御殿」
の部屋の内部をパノラマ
コンテンツ化し、
ウェブ上で臨場感溢れるバーチャル空間を再現。十五代将軍・

進藤 博信
児玉 秀明
岩永 行博
遠藤 恵子
石亀 幸大
小羽 真司
深作 一夫
澤 幸宏
田中 和人
塩田 周三
増田 宗昭
萬匠 憲次
山内 悦嗣
飛松 純一
髙橋 俊博

徳川慶喜による大政奉還の舞台となった二の丸御殿の大広間も、
解説とともにバー
チャルツアーを体験できます。
また、障壁画をズームアップしたり、襖を閉め切り
360°のパノラマで障壁画を堪能することも可能です。
「パノウォーク」
によってイベント
への関心を高め、会場へ足を運ぶきっかけづくりとしてご活用いただきました。

URL: http://pano-walk.com/nijojo/tour.html
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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

TEL: 03-3740-4011

http://amana.jp/
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