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平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

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、
デジタル技術の進化やメディアの多様化によってマーケットは大きく変化しております。
このような状況の下、2013年から始まった中期経営計画においては、ビジネスモデル
変革期と位置付け、産業別営業体制と100を超えるクリエイティブサービスによるモデル
の構築を行いました。しかしながら、モデル変革の過渡期となりました当期につきまして
は、売上高はアマナグループのコアビジネスとなるビジュアル制作及びコンテンツ企画
制作が順調に成長しましたが、コンテンツ企画制作の売上増に伴う外注原価の増加、
営業系・企画系人員の強化に伴う人件費の増加などにより、大幅な当期純損失を計上
することとなりました。株主の皆様には多大なご心配をおかけいたしましたことをお詫び
申し上げます。また、期末配当金につきましては、当期純損失の計上及び繰越利益剰余金
が欠損の状況であることから、無配とさせていただきました。株主の皆様には誠に申し訳
なく存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

私たちアマナグループは、マーケットのニーズをとらえた「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、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

2016年3月
代表取締役社長兼グループCEO　進藤 博信

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 
集めています。物語を語り、想像力を豊かにする写真。
そんな写真に親しみ、想見していただければ幸いです。

aman!aについて
“アマニア”は、社名の“amana”と熱狂的なファンを表す 
“mania”からの造語です。アマナグループの熱狂的な 
ファンをたくさん作りたいとの想いから生まれました。

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。



注力しました。地域については東京集中を緩和するため、上海、シンガ
ポールに現地法人を立ち上げアジア地域におけるビジュアル制作を
展開しました。さらに、営業体制を一本化し、産業別営業体制を確立
しました。その結果、売上高は順調に成長し、2012年実績と比較
しますと2015年実績は1.4倍の売上高になりました。
質的変革については、これまでアマナグループの表現力、技術力におい
て「ビジュアルのアマナ」「デジタルのアマナ」という評価をいただいて
いると考えております。昨今のデジタルコミュニケーションの発展に
伴って、マーケット環境が大きく変化し、広告・広報マーケットにおいて
は従来型のマスコミュニケーションに加え、企業が自ら情報発信を
行う「コンテンツマーケティング」の時代へと進んでいます。アマナ
グループでは、商材開発を進め、100を超えるクリエイティブサービス
へと拡大しました。

（量的拡大×質的変革）の結果、産業別営業体制と100を超えるクリ
エイティブサービスによって、コンテンツマーケティング時代に対応
する体制が整いました。アマナグループでは、ビジュアル制作とコン
テンツ企画制作の双方を成長させることで、「ビジュアルのアマナ」

「デジタルのアマナ」「コンテンツのアマナ」と評価されるとともに「クラ
イアントのビジュアル＆コンテンツパートナー」として、社会に役立つ
企業を目指してまいります。

2015年の業績は減収減益
モデル変革期の最終年度となる2015年の売上高は、エンタテイン
メント映像事業が連結の範囲から外れたことにより、前期に比べ減収
となりましたが、前期のエンタテインメント映像事業を除いた売上高
と比較した場合では、10.2％の成長となりました。この売上高の成長

は、外注比率の高いWeb・映像制作などのコンテンツ企画制作が
増加したことや、デザイン・イベントなどの新たなコンテンツ企画制作
が伸長したことによります。これに伴い、外注費を中心とした外注原価
が大幅に増加しました。また、営業力強化のための営業系人員、コン
テンツ企画系のニーズに対応するための企画系人員の採用が進んだ
ことにより、人件費、採用費や、外部協力者などの人材増強に伴う業務
委託費などの人件費関連費用が前期に比べ大幅に増加しました。この 
結果、営業損失を計上し、支払利息などの計上により経常損失を計上、
投資有価証券評価損、のれん償却額などの特別損失の計上により
当期純損失は前期に比べ大きく膨らみました。

2016年の方針
中長期的経営戦略における2016年の位置付けは、2015年の中期
経営計画の基本方針を継続し、変革したビジネスモデルによって収益
体質への改善を進めることにあります。
2015年の業績において、大幅な損失を計上した要因は、クリエイティ 
ブサービスの多様化に伴う外注原価率が増加したこと、モデルの 
変革による重複部分が発生し、人件費をはじめとして固定費が膨らん
だことにあります。これらの問題を解決するため、35部門の執行責任
者と6名の役員による責任体制のもと採算性、収益性に重点をおいた
新たなマネジメントシステム（VHL※）によって収益性の向上を図り
ます。そのほか、生産性を上げるためワークフローの合理化（acp※）
とインバウンドマーケティング※による営業力の強化、効率化に注力
していきます。
これら（※）の仕組みにつきましては、4-5ページの「2016年の施策
収益にフォーカス ―生産性向上の仕組み―」をご覧ください。

アマナグループの成長戦略
アマナグループでは、2019年に創立40周年を迎えることに鑑みて、
中長期的な観点から経営計画の策定に取り組んでおります。
“中期経営計画 amana transformation 2015”（2013年―2015 
年）においては、メディア変革期のマーケットに柔軟に対応し、持続的
な成長を目指すための新たなモデルの構築を掲げました。この3年間
は、事業構造や業務プロセスを抜本的に見直す「モデル変革期」として
位置付け、量的拡大（マーケット拡大）と質的変革（コンテンツのアマナ 
としてのプレゼンスを高めること）を同時に行いました。最終年度と
なる2015年において、産業別営業体制と100を超えるクリエイティブ
サービスでマーケットに向かう次世代型モデルを構築しました。
アマナグループは、次なる3カ年はこの次世代型モデルによって収益
にフォーカスする期と位置付けています。収益性の向上を図りながら、

「クライアントのビジュアル＆コンテンツパートナー」としての地位を
築き、社会に役立つ企業を目指してまいります。

2013年―2015年の振り返り
2013年から2015年の中期経営計画においては、人材育成、マー
ケット拡大、商材開発を戦略の柱として掲げ、量的拡大と質的変革を
推進してまいりました。
量的拡大を推進するため、マーケットを顧客・業界・地域に分けて戦略
を定め、全方向に向けた戦略を展開してまいりました。顧客について
は、広告業界以外の企業を対象とするコーポレートマーケット開拓を
推進し取引社数を順調に伸ばしました。業界については、得意とする
食・飲料・家電・精密機器業界などクロスセル戦略により取引高を
伸ばすと同時に、医療・スポーツ関連業界など新たな領域の開拓に

アマナグループの成長戦略
クライアントのビジュアル＆コンテンツパートナーへ



収益にフォーカスした次世代型モデル
2013年から2015年の3カ年において、産業別営業体制と100を
超えるクリエイティブサービスでビジュアル・コミュニケーション
マーケットへ向かうビジネスモデルを構築しました。このモデル
に、アマナグループが持つノウハウやITを活用した複数の仕組み 

（acp・akb・visual-shift.jp・amana.jp・showroom・VHLなど）
を乗せることによって、収益にフォーカスした次世代型のモデルを確立
します。
2016年は、一人ひとりがこれらの仕組みを使い、十分に活用すること
によって生産性向上、競争力強化、効率化を図り、収益にフォーカス
していきます。

acp（amana creative platform）の活用による効率化促進
制作部門のみならず営業部門においても効率化を促進するプラット
フォームとしてacpを活用することで、生産性の向上を図ります。

compass（コンパス）：案件に関する全ての情報を一元化し、進行や
採算性の管理を行いワークフローの合理化を図ると同時に、ナレッジ
データベースの構築を行う
akb（amana knowledge board）：営業と制作がお互いのナレッジ
を共有し営業力の強化を図る
bridge（ブリッジ）：外部クリエイターの情報をデータベース化し
ナレッジとして活用する

など9つのモジュールが連携しています。

インバウンドマーケティングによる営業力の強化
ブログサイト「visual-shift.jp」のリリース、ウェブサイト「amana.jp」
の全面刷新によって、アマナグループが持つ多様なサービスや事例、
取組みや近況などをわかりやすく紹介。これまでは、営業担当者が
クライアント先に訪問し、限られた、必ずしも万全とはいえない環境で
のプレゼンテーションを行っていましたが、インバウンドマーケティング
によって、営業力を強化するとともに効率的な営業を目指します。

•ブログサイトで顧客誘引：visual-shift.jp
•クライアント予備軍の呼び込み：amana.jp
•ビジュアル体験：showroom

VHL（縦軸＆横軸マネジメント）体制による収益性向上
縦軸（産業別営業組織）と横軸（クリエイティブサービス提供組織）の
事業部門目標を事業付加価値額（売上高－外注原価）で設定し、
執行責任者－担当役員の責任体制の明確化と収益性の向上を図り
ます。また、縦軸の営業部門と横軸のクリエイティブサービス部門の
クロスポイントとなるマーケットを増やすことで、マーケット拡大に
よる生産性の向上に繋げます。さらに、採算性の視点からクリエイ
ティブサービスの取捨選択を行うなど効率化を推進し、採算性、収益
性にフォーカスしたPDCAサイクルを実施し、生産性、収益性の向上
を図ります。

2016年の施策
収益にフォーカス ―生産性向上の仕組み―

生産性向上の仕組み
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 “伝える”から“伝わる”  
コミュニケーションを目指して

VR（バーチャルリアリティ） 
コンテンツ制作
空撮で360度パノラマ撮影

広告写真制作会社としてスタートしたアマナグループは、“伝える”
から“伝わる”コミュニケーションを実現するため、撮影・CGなどの
ビジュアル制作からWeｂ・映像・動画などのコンテンツ企画制作と
ビジネスを拡大し、クライアントのビジュアル＆コンテンツのパートナー
となる礎を築いています。

多様化するビジュアルのニーズ
アマナグル―プのビジュアル制作、コンテンツ企画制作の各サービス 
は、ビジュアルが持つ力を最大限に引き出し、“伝わる”コミュニケーション 
を提供。近年、デジタルコミュニケーションの発展に伴い、企業が自ら 
情報発信するコンテンツマーケティングの時代へと変化するなか、 
コンテンツ企画制作へのニーズが高まっています。今回は、アマナ
グループの多彩なソリューションサービスの中から、「ドローン」で注目
される空撮サービスairvisionと、進化するテクノロジーを軸にビジュ
アル表現を拡張するFIGについて最新の事例を交えて、また新たな
サービスとしてコンテンツマーケティングの課題を解決するMCA、
多様なデジタル媒体で利用できる365 Visual DBをご紹介します。

自由自在な視点でダイナミックな空撮映像
大型、小型、パノラマ専用の3種類の機体を保有し、使用するカメラに
合わせて機体を選択。大型シネカメラの搭載も可能です。地上映像に
空撮映像を織り込むことで映像表現の可能性を広げ、屋外での撮影は
もちろん、展示場や競技場などの屋内でも自由なアングルでダイナ
ミックな映像を実現。最近、急速に普及するドローン利用には特定の
空域や飛行方法など許可制が導入されましたが、airvisionはこれまで
の飛行実績が評価され、飛行制限対象となる夜間や人口集中エリア
などで自由に飛行できる認可を取得しました。自由自在な視点で撮影
するダイナミックな空撮映像へのニーズに応えます。

日本で初めて「寄付金でつくられたスタジアム」として話題になった
ガンバ大阪のホームスタジアム「市立吹田サッカースタジアム」。 
アマナグループは、このスタジアムに納入されたパナソニック製
LED投光器のプロモーション動画の空撮部分を担当しました。

オリジナルの機体で360度のパノラマ撮影
airvisionオリジナルのパノラマ撮影専用の機体に上下四方6個の
カメラを搭載し、手元のモニターを確認しながら操縦と撮影を1人で
行いました。一般的な撮影機体よりサイズを小さくすることで6個の
カメラが撮影する映像の視点の差を最小化。映像の境目をスムーズ
につなげ、あたかも空中を散歩しているような体験をできる360度の
ハイクオリティな映像を実現しました。

経験を活かしてベストのパフォーマンスを
スタジアムでの撮影ではGPSを利用した自律飛行が難しく、ほとんど
をマニュアル操作により飛行を制御しました。コンコース、フィールド、
スタジアム上空と異なる風の流れや突然変化する風向きなどスタジアム
特有の環境や立ち入りエリアの制限、さらに正確かつスムーズな被写 
体への接近など困難な撮影でしたが、これまでの経験を活かして飛行
地点の風を予測し、安全を確保しながらLED投光器にギリギリまで 
接近して細部までの撮影に成功しました。限られた時間の中でイメージ
通りの映像を撮るための事前の段取りや、完成後の映像を想像しな
がら最適なアングル・飛行動線を随時判断するなど、操縦者の360度
映像演出に関する知識と経験が発揮された撮影となりました。

360度プロモーション動画
http://amania.amana.jp/av_stadium/
360 度動画を操作体験するには、下記の環境でご覧ください。
● パソコンの場合：Google Chrome
● スマートフォンの場合： YouTube公式アプリ



ビジュアル表現の可能性を拡張する
FIG ―digital creative unit―

フランク ミュラーの世界観を 
ビジュアル化
アート × テクノロジーでクリエイティブ表現を創出

テクノロジーの進化によって無限の拡がりをみせるデジタルメディア。
アマナグループは、最先端のデジタル技術を駆使したビジュアル表現 
の拡張と企業やブランドへ新しい価値を提案する専門組織FIG 

（フィグ）を編成し、新たな価値を提案します。

既成のフレームワークにとらわれないビジュアル表現
デジタル×ビジュアルによる「体感できるデジタルイノベーション」で、 
店舗開発（ブランディング、空間設計、ロゴ開発等）や、マガジン（web・ 
紙雑誌）の企画・編集から配信まで、企業の付加価値向上をトータル
でプロデュースします。その中で、FIG LAB –amana prototyping  
lab–では進化するテクノロジーを軸にビジュアル表現を拡張するため
の研究・開発を担い、プロトタイピングラボとして五感を刺激する
空間インスタレーション、発展著しいロボット工学を使ったビジュアル
表現など、既成のフレームワークにとらわれない感性でビジュアル
表現を創意工夫。企業やブランドのコミュニケーションツールとして
今までにないクリエイティブを創出します。

オリジナルのデジタルポートレート撮影  FIG CAM
最新のテクノロジーとアマナグループのアート性を融合して開発された 
デジタルポートレート撮影カメラ“FIG CAM”。FIG CAMでポート 
レートを撮影すると、自動的にタイポグラフィやグラフィックアートの
エフェクトがかかったグラフィカルなポートレートに変換され、完成した
画像をQRコードでダウンロードしたりSNSでシェア。デザインの変更
についても様々なデジタルエフェクトが可能で、他のプロモーション
でも使用できる汎用性の高いオリジナルのソリューションサービスです。

研究開発と制作の双方を行うFIGの強みを発揮し、デジタル・テクノ 
ロジーとビジュアルが融合した、ビジュアライズインスタレーション
を企画制作しました。

「時」を視覚的に体感
東京銀座の和光本館 東口ウィンドウの全面に、フランク ミュラーの世界 
観を表現するビジュアライズインスタレーションをSemitransparent  
Designと共同で制作。造形物を極力減らしディスプレイの存在感を
際立たせた映像メインの展示演出としました。歴代のモデル映像を
モーフィング（2枚の静止画間をCGで補完する技術）で繋ぐことで、
それぞれのモデルの形態・色・デザインの移り変わりを体感させながら、
その遷移がフランク ミュラーの歴史の長さや重厚感を伝えています。

ビジュアルをテクノロジーで表現
今回の映像展示には、明るい場所や離れた場所からでも視認性に
優れた自発光型LEDディスプレイを採用し、日中や遠くからでも鮮明な
映像認識を可能にしました。時計そのものに意識を引きつけるため
ディスプレイに流れる映像はシンプルな動きにとどめ、ウィンドウの
QRコードをモバイルデバイスで読み込むとディスプレイで表示されて
いる時計の詳細情報が手元のデバイスへ。映像に合わせて自動的に
詳細情報が切り替わるなどプログラムで管理されているものの、テクノ
ロジーが前面に出過ぎないアート性の高い、ビジュアルが持つ力強さ
にデジタル・テクノロジーの効果が融合して見る人の創造力を豊かに
する展示となりました。（展示期間は終了）

プロモーション動画
http://amania.amana.jp/fig_franckmuller/

©Kenta Hasegawa



写真で楽しむ、今日は何の日？
365日毎日届く「今日」の写真

コンテンツマーケティングの 
課題をカンタン解決
ウェブサイト上のコンテンツを
独自スコアで評価し効果的に情報発信

アマナイメージズが所有する約2500万点に及ぶ豊富なコンテンツ
を、「今日は何の日？」をキーワードにデータベース化した「365 
Visual DB」の販売を開始しました。

「その日」の写真と解説をデータベース化
写真の文化が始まってから約200年、毎日世界中で起きている多く
の出来事を「今日は何の日？」を切り口に、その瞬間をとらえた写真を

「ニュース＆カルチャー」、「自然・科学」、「歳時記・食」、「世界遺産」、
「スポット・祭り」の5つのジャンルで編集・セレクト。歴史を動かした
事件や出来事などの写真にまつわる事柄を解説するテキスト情報を
プラスしてデータベース化しました。今後も新しいジャンルを順次
リリース予定です。

さまざまなシーンに多彩なコンテンツを配信
利用シーンやクライアントニーズに合わせて写真のジャンルや枚数を
自由に組み合わせ、最適なコンテンツを提案。ディスプレイの大きさ
に合わせたレイアウトの変更や、クライアント固有のイベントや記念
日などの指定日に、指定のビジュアルをその日の出来事として配信
するカスタマイズにも対応します。デジタルサイネージやサービス＆
プロモーションサイト、SNSなど多様なデジタル媒体で利用できる
クライアントの想いが伝わるコミュニケーションツールとして、見る人
の日常の一瞬に知的好奇心を刺激し価値ある時間や空間を創出
します。

ウェブサイトで情報発信したコンテンツを独自のスコアで評価する 
サービス「MCA（Marketing Condition Analytics）」を、インタ 
レストマーケティングと共同で開発しました。

必要とされるコンテンツを届けるために
ソーシャルメディアの普及が進み情報があふれる現代社会。見込み
顧客をウェブサイトに惹きつけるための魅力的で満足度の高いコン
テンツを確実に顧客に届けるため、コンテンツマーケティングがより
重要になっています。MCAは、ウェブサイトのコンテンツが顧客に
きちんと響いたか、コンテンツがどれだけ読まれて関心をもたれたか、
過去のキャンペーンと比較して効果が上がったか、などコンテンツを
評価し、ウェブサイトの効果的な活用をサポートします。

独自のスコアで客観的に分析
ウェブサイトへの訪問者数やコンテンツを最後まで読んだユーザー
数などの「定量データ」と、アンケート調査による「定性データ」の両方
の結果をもとに、「クリエイティブ好感度」「興味」「行動意向」「推奨」
の4つの指標に対して独自スコアを算出してコンテンツを総合的に
評価。グラフィカルかつシンプルな画面デザインで直観的な操作が
でき、独自スコアを採用することでコンテンツを客観的に評価でき
ます。また、キャンペーンコンテンツなどの評価や期間ごとの評価比較
など簡単に可視化します。ビジュアル制作からコンテンツ評価まで企業
の情報発信の様々なフェーズで連携し、コンテンツマーケティングの
ニーズに対応するサービスを提供します。
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1793年､フランス革命の真っ只中に､パリにある中世の王宮の建物を活用した世界最大級の 
ミュージアムであるルーヴル美術館が開館した｡

©Scott Stulberg/Corbis/amanaimages
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躍動感が伝わる映像表現を
ラグビー日本代表 新ジャージビジュアル制作

ビジュアルの著作権
正しい理解と安全な活用方法を広く啓蒙

12 13

日本中の話題をさらったラグビーワールドカップ2015。その日本
代表の新ジャージを提供するカンタベリーオブニュージーランド
ジャパンのプロモーションビジュアル（動画、静止画）をアマナグループ
で制作しました。

ジャージに込められた想いをビジュアル化
新ジャージのコンセプトは日本独自の方法や優位性を表現する 
｢JAPAN WAY（ジャパンウェイ）」。最大のパフォーマンスを発揮する 
ため最先端のテクノロジーを採用して実現した耐久性、軽量性、
通気性、ストレッチ効果など、向上した機能を映像を通じてわかり
やすくビジュアル化しました。さらに、伝統的な赤×白のストライプに 
よって表現された躍動感や力強さ、「JAPAN WAY」に込められた 

「自分自身が鬼になること」や「日本らしさ」など、新しいデザインに
込められた想いを訴求した映像表現となりました。

限られた条件を最大限に活かし、ベストの映像表現へ
宮崎での日本代表合宿中に、厳しい練習の合間を縫って撮影を実施。
発表前のジャージ及び代表候補選手を起用しての撮影のため、ホテル
の一室での撮影という場所的制約や選手の拘束時間に厳しい制限
がありました。コンセプトの提案から撮影までをほぼアマナグループ
で対応できる企画制作力や、動画・静止画それぞれのライティング
から撮影までを１人のカメラマンで行える高い技術力という強みが
発揮され、コンパクトかつスムーズに進行。撮影に際しての多くの制約
を感じさせない迫力のあるビジュアルとなりました。

2020年開催の東京オリンピックのエンブレム問題を機に、国内で
関心が非常に高まった著作権。「何がよくて、何が問題になるのか」
を丁寧にひもとき、ビジュアルが持つ様々な権利を意識して安全に
利用するための教育・研修サービスを提供しています。

ビジュアルを安全に利用するために
SNSやインターネットの普及で簡単に画像が手に入り、誰もが画像
を無意識に使う、そんな何気ない使い方にも危険が潜んでいるかも
しれません。アマナイメージズでは以前からビジュアルの正しい使用
方法の普及に向けて「著作権セミナー」を実施していましたが、エン
ブレム問題以降著作権に関するお問い合わせが急増。ビジュアルを
より安全に利用するための注意点はもちろん、撮影や画像制作の現場
におけるリスク回避方法を豊富な事例を交えて解説し、ビジュアルが
持つ権利の周知に努めました。

著作権セミナーを開催
様々な業種の企業に赴いて、営業から総務・広報に至るまで多様な
部門の社員に向けてセミナーを開催しています。アマナイメージズの
顧問弁護士を監修に迎え、ビジュアルが持つ権利やケーススタディ、
用語集など、ビジュアルの権利についてまとめたハンドブックを制作。 

「インターネット上の画像は自由に使える？」など、現場で役立つ、実際
にビジュアルを制作・利用するうえで注意すべきポイントやよくある
質問について、具体例をあげて説明します。著作権についての関心は
高く、一般向けのセミナーも随時開催し、著作権や被写体の肖像権
などビジュアルが持つ様々な権利に関する知識と意識を普及させ、
安全なクリエイティブワークの実現をサポートします。プロモーション動画

http://amania.amana.jp/canterbury/
Google Chromeでご覧ください。



連結財務諸表

連結＞要約貸借対照表 （単位：百万円）

当期 前期
（資産の部） （2015.12.31現在） （2014.12.31現在）

流動資産 7,859 8,382
固定資産 4,911 5,577

有形固定資産 2,494 2,637
無形固定資産 1,596 1,946
投資その他の資産 819 993

繰延資産 - 1
資産合計 12,770 13,961

（負債の部）

流動負債 6,338 5,084
固定負債 4,968 5,831
負債合計 11,307 10,916

（純資産の部）

資本金 1,097 1,097
資本剰余金 1,334 1,334
利益剰余金 △710 829
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 △29 19
少数株主持分 75 67
純資産合計 1,463 3,045
負債・純資産合計 12,770 13,961

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結＞要約損益計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2015.1.1～2015.12.31） （2014.1.1～2014.12.31）

売上高 19,645 20,966
売上原価 11,761 12,983

売上総利益 7,884 7,982
販売費及び一般管理費 8,914 7,947

営業利益又は営業損失（△） △1,029 34
営業外収益 44 87
営業外費用 196 177

経常損失（△） △1,181 △55
特別利益 118 418
特別損失 274 4

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失（△） △1,336 357

法人税、住民税及び事業税 64 259
法人税等調整額 51 35

少数株主利益 12 54
当期純利益又は当期純損失（△） △1,466 7

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2015.1.1～2015.12.31） （2014.1.1～2014.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー △460 731
投資活動によるキャッシュ・フロー △641 △557
財務活動によるキャッシュ・フロー 695 560
現金及び現金同等物の期末残高 1,551 1,961

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

資産

■ 流動資産
■ 固定資産
■ 繰延資産

財務状況

負債

■ 流動負債
■ 固定負債
■ 純資産
※（　）内は有利子負債

（注）構成比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。 

49.6%
(27.7%)38.9%

(35.7%)

11.4%

61.5%

38.4%

0.0%

ポイント
前期に比べ資産は1,191百万円減少、負債は391百万円
増加しました。資産減少の主な要因は、リース資産及び
のれんの減少によるものです。負債増加の主な要因は、借入
金の増加によるものです。
純資産は、前期に比べ1,582百万円減少しました。主な要因
は、当期純損失の計上及び配当金支払による利益剰余金
の減少によるものです。

ポイント
エンタテインメント映像事業が連結の範囲から外れたこと
により、前期に比べ売上高は1,320百万円減少し、売上
原価は1,221百万円減少しました。
前期のエンタテインメント映像事業を除いた場合と比較す
ると、売上高は1,814百万円増加、売上原価はコンテンツ企
画制作が伸長したことにより、1,248百万円増加しました。
販売費及び一般管理費については、人材増強等による
人件費関連費用や業務系システム入替に伴う保守料等に
より増加し、営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも
前期を下回りました。
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売上高の推移（単位：百万円）

2013.12

2014.12

2015.12

20,966

19,645

18,700



19 19

会社概要
会社名 ..................................................株式会社アマナ
 〒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
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

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 .............................................. 石亀 幸大
取締役 .............................................. 深作 一夫
取締役 .............................................. 澤　 幸宏
取締役 .............................................. 田中 和人
取締役 .............................................. 堀越 欣也
取締役 .............................................. 小羽 真司
社外取締役 ...................................... 増田 宗昭
常勤監査役 ...................................... 遠藤 恵子
社外監査役 ...................................... 飛松 純一
社外監査役 ...................................... 髙橋 俊博

持株数比率 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

99.3%
80.3%

15.0%

0.0%
0.4%

0.0% 0.0%
0.0%0.2%4.3%

（注）構成比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。 

コーポレートデータ
（2016年3月28日現在）

株式の状況
（2015年12月末）

大株主状況 （上位10名）
株主名 持株数 持株比率

1 進藤博信 1,250,100 25.13%
2 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 540,800 10.87%
3 株式会社堀内カラー 120,000 2.41%
4 株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000 2.01%
5 有限会社生活情報研究所 73,600 1.48%
6 株式会社みずほ銀行 60,000 1.20%
7 株式会社桜井グラフィックシステムズ 55,000 1.10%
8 株式会社アマナ役員持株会（紫会） 51,600 1.03%
9 萬匠憲次 51,000 1.02%
10 株式会社三井住友銀行 50,000 1.00%

合計 2,352,100 47.29%
（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 ................................................................................................... 15,097名

株式分布状況

株式のご案内
事業年度 ................................1月1日～12月31日
定時株主総会 ........................毎年3月下旬
基準日 .....................................定時株主総会 12月31日
 期末配当金 12月31日
 中間配当金がある場合 6月30日
単元株式数 ............................100株
証券コード .............................2402
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）

サービス提供を終了したり途中で開発中止となり活用されずに眠ったままになって
いるゲームアセットの販売を開始しました。ゲーム開発はもちろんSNSをはじめと 
するコミュニケーションでも、イラストやエフェクト、音源などのゲームアセットの
ニーズは高まりつつあり、「高品質なのに世に出ていない素材を売って収益を 
得たい」「高品質な素材を低価格で仕入れたい」双方のニーズに応える新たなソリュー 
ションを提供。日本最大級のストックコンテンツ販売サイト「amanaimages.com」
の運営ノウハウを活かし、オンライン上で検索から決済までスピーディーに手軽に
利用でき、潜在顧客の発掘につながる場として市場形成に役立つマーケットプレイス
を目指します。

写真って面白い！
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グリー × アマナイメージズ
ゲームアセットの販売事業「CARTA（カルタ）」を開始！
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