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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、メディアの多様化や企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティング
の時代へと事業環境は大きく変わってまいりました。
このような変化を受け、アマナグループは、「ビジュアルの企画制作」に加え、それ
らのビジュアルを活用して企画から制作までを一貫して行う「コンテンツの企画
制作」を通じて、お客様の「コンテンツパートナー」としての価値の拡大に努めて
おります。当期においては、改めて内部管理体制の強化を図ると共に、収益性と
生産性の向上の基盤となる仕組み作りを推進し、安定的かつ効率的な経営
基盤の構築に注力してまいりました。しかしながら、株主の皆様には誠に申し訳
なく存じますが、期末配当につきましては、当期純利益を計上したものの分配
可能額が存在しないため、無配とさせていただきました。今後は、より一層の
収益力と財務体質の強化に努め、早期の復配を目指してまいります。

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。

2019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
「ビジュアルの中に閉じ込められた創造の眼差し、
好奇心やイタズラ心が生まれる瞬間。」として、遊びや
暮らしの中に織り込まれたクリエイティブを育む物語
を表現しました。
写真を取り巻く環境はますます進化し、ビジュアルを
通じたコミュニケーションは「見る」から「参加する」へ。
世界中の人々と瞬時につながる共感の感覚は、日々
の生活にすっかり根付いています。

aman!aからamana reportへ
アマナグループの熱狂的なファンをたくさん作りたい
という想いでお届けしていた“aman!a”を改め、アマナ
グループが提供する情報を通じて、理念やビジョンに
共感し共に創り上げて行くサポーターを増やしていける
よう、新たに“amana report”と名称を変更してお届け
します。

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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収益性

働き方

一人ひとりの生産性向上

労働集約型から知恵集約型へ

VHLInM

40th

2018年の振り返り
「中期経営計画｜後期」の2年目にあたる2018年において
は、最適な外部協力会社を効率的に選定するクリエイター
検索システムの運用や、勤怠管理のみならず案件スケジュール
と連動するタイムマネジメントシステムの導入など、プラット
フォームにおける各モジュールの拡充を進めました。また、
全社データの集約・活用を推進する組織（ADC：アマナデータ
センター）が事業活動の可視化を進め、各事業組織の執行
責任者と共にPDCAを展開することで、将来の収益見込の
精度向上に努めました。
2018年の業績については、多様なクリエイティブサービスを 
組み合わせて提供する「コンテンツの企画制作」が成長したこと 
や、収益性を勘案した案件の選別が定着したことなどにより、 
事業付加価値額が前年に比べて増加しましたが、営業系人員 
の採用時期が遅れたことや、外注費の最適化に更なる改善
余地を残したことなどにより、計画には届かない結果となりま 
した。下期から本格稼働を始めた新オフィス「PORT（ポート）」 
に係る設備関連費などにより、固定費の増加はあったものの
計画の水準内で収め、過年度決算訂正に係る特別損失の計上
もありましたが、最終的な黒字を確保しました。

2019年の方針・見通し
「中期経営計画｜後期」の最終年度における2019年を「結果
を出す1年」と位置付け、社内のみならずお客様や外部協力
会社と共に生産性向上を図る全体最適なプラットフォームを
構築し、収益性重視の経営管理体制を通じて事業や組織の
スクラップアンドビルドを加速させるなかで、知恵集約型モデル
への転換を行うと共に、一人ひとりの生産性の向上による収益
の拡大を図ってまいります。
2019年の業績の見通しについては、採用・教育の強化を継続
し、戦力人員を拡充することによるトップラインの成長と、生産 
性向上のためのプラットフォームを活用した外注費の最適化
により、事業付加価値額の最大化を図ってまいります。同時に、
設備関連の再構築が完了する天王洲エリア・芝浦エリアへ
他拠点からの集約をおこない、ロケーション・ファシリティの
最適化を図ることなどで固定費の増加を一部抑制し、増収増益
を目指しております。
創立40周年を迎える2019年、私たちアマナグループは、これ
からも常に時代の半歩先の未来を読み取り、より多くの人々の
感性を刺激するビジュアルコミュニケーションを追求し、更なる
中長期的な成長を実現してまいります。

「中期経営計画｜後期」における成長戦略
私たちアマナグループは、メディアの多様化や企業が自ら情報
発信するコンテンツマーケティングの時代へと事業環境が
大きく変わり、お客様のニーズも多様化するなか、「ビジュアル
の企画制作」に加え、それらのビジュアルを活用して企画から
制作までを一貫して行う「コンテンツの企画制作」を通じて、
お客様に選ばれる「コンテンツパートナー」としての価値の
創造に努めております。
2017年からスタートした「中期経営計画｜後期」においては、
生産性の向上と知恵集約型モデルへの転換を図る為のプラット
フォームを構築し、事業付加価値額（売上高－外注原価）を
重要指標とする収益性重視の経営管理体制を運用し、お客様
自らアプローチいただく仕組みによる営業の効率化を図る
ことで、働き方を進化させると共に、一人ひとりの生産性の
向上による収益の拡大を目指しております。
アマナグループは、「中期経営計画｜後期」で掲げた方針・戦略
を引き続き推し進めていくなかで、お客様のモノやコトの付加
価値を可視化しコンテンツ化する企業のコンテンツパートナー
として、社会に役立つ企業グループを目指しております。

アマナグループの成長戦略
お客様の「コンテンツパートナー」へ
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コンテンツの企画制作

ビジュアルの企画制作
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amana value >>2019
新しい価値創造を支える仕組みづくり

クライアント外部協力会社

amana creative platform
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Management System

知恵集約型モデルを実現するプラットフォーム
アマナグループの全案件情報を集約し、リアルタイムにその 
進行や採算性を一元管理するとともに、一人ひとりの活動 
状況を捕捉、可視化することにより、課題の抽出・共有・解決 
を進めていくプラットフォーム（acp：amana creat ive
platform）の構築を進めています。社員が主体的に勤務時間
をマネジメントするシステムや、経費精算をオンライン化する 
システムの導入、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） 
を利用し、データ処理等の作業を一部自動化することで作業
時間の短縮を図るなど、システム活用による業務効率化を図り
ました。プラットフォームの構築と活用を進めながら、知恵集約
型モデルへの転換を目指してまいります。

PDCAを展開するVHLマネジメントシステムの推進
マーケット別営業組織とクリエイティブサービス別組織の
責任体制を明確化した収益管理体制であるＶＨＬマネジメント
システムで、事業付加価値額（売上高－外注原価）をKPIと
して、PDCAを展開し、収益性の向上を図っております。
一元化されたデータの集約・活用を推し進める組織（ADC：
アマナデータセンター）が事業活動の可視化を進めたことで、
各事業組織の執行責任者が推し進める戦略等のマネジメント
に寄与しております。また、収益力向上のため、海外連結子会社
を国内同様の管理体制に再構築し、国内のビジュアル制作
部門の制作と営業を統合するなど、事業組織のスクラップ
アンドビルドを推し進めました。

多様な人々と共にビジュアルを創り出す拠点「ＰＯＲＴ」
変化への対応力、それぞれの強みや知見・成果を共有する
オープンな環境が求められる時代において、価値創造を新しい
スタイルで実現するため、2018年9月、東京・芝浦に多様な
人々と一緒にビジュアルを創り出す拠点として新オフィス

「PORT（ポート）」が誕生いたしました。
プロデューサーやフォトグラファー、ディレクター、プランナー
など多様な人々が「PORT」を拠点にし、従来の受託スタイル
だけでなく、企画提案をする中でそれぞれの強みを活かした
仕事のあり方を実現してまいります。「共創」をコンセプトに、
多様な人々が一緒になってビジュアルとコンテンツを創り出す 
拠点として、新しいアマナグループの価値を創造してまいります。

インバウンドマーケティング強化による営業の加速
ウェブサイト「amana.jp」、ブログメディア「visual-shift.jp」、 
オンラインとリアルを連動させた次世代型メディア「H（エイ
チ）」などのアマナグループが保有するメディアを通じて価値
ある情報を発信し、イベントやセミナーなどでインタラクティブ
なビジュアル体験を提供することで、営業の効率化を図って 
おります。コミュニケーションスペース「amana square」とその 
スペースを活用したリアルイベントを核とする次世代型メディア

「H」が連動し、トークショーやワークショップなどのイベント
を毎月定期的に開催しております。新たな顧客創出の場として
活用することで、コンテンツパートナーとしてお客様に選ばれ
るインバウンドマーケティングを推進しております。



ドローンで360°VR空撮映像を制作
低く飛んだり高く飛んだり、鳥の目線を疑似体験

東京の多摩と島を空から360°VR空撮し、
鳥の目線で地域の魅力を紹介する映像を制作

豊かな自然の魅力を空から伝える
東京都が運営する、東京の多摩と島の観光情報を発信する 
サイト「tamashima.tokyo」に掲載されている360°VR  
ANIMAL VIEW映像の空撮部分を、アマナグループのドローン 
撮影サービス「airvision」が撮影しました。その地域に生息
する鳥の目線に重ねて撮った映像ではairvisionがこれまでに
培ってきた操縦技術が発揮され、大自然の雄大な景色を体感
できる臨場感のある映像となっています。

機材制作から撮影まで全てを賄う、幅広い専門性を発揮
airvisionが持つこれまでのVR空撮の経験やアマナグループ内
のVRへの知見が発揮され、スタッフ間での意思疎通がスムーズ
に行われてテクニカルな課題にも臨機応変に対応。山登りや
沢歩きなど過酷な撮影現場に備え、通常よりも小型なドローン
を使用したコンパクトな撮影機材を開発しました。部品の設計
から制作、映り具合や安定性の検証など、メカニック部分も全て
airvisionチームで行い最適な機材で撮影に臨み、VR空撮の
特徴が活かされた魅力的な映像となりました。

TAMA & SHIMA 360°VR ANIMAL VIEW 
（動画の空撮部分をairvisionで撮影）

タッチポイントのプロデュース
展示会に合わせたコミュニケーションの設計

住友重機械工業が出展する展示会ブースの 
コンセプト企画からコンテンツ制作までプロデュース

展示会ブースのプロデュース
住友重機械工業が出展する展示会の展示ブースのコンテンツ
を制作しました。企業と顧客のタッチポイントとなる展示会で
は、マーケット開拓のためブースに人を集めることも重要です。
展示会の特色に合わせてコンセプトを企画し、クリエイティブ
の提案だけでなく、コミュニケーションの設計から入り、空間
設計から人の流れも含めてプランニングし、展示会のブース
全体をプロデュースしました。

ターゲットに合わせてコンテンツを変化
企業担当者が多い国際物流展は、商品紹介と映像説明の要素
に分けたシンプルな見せ方のブースを制作。一般来場者の多い
国際ロボット展は、映像、パネル、サイネージ、ロボットアーム
など「見て」「聞いて」「触って」わかるような展示方法で、五感
に訴える博物館のようなブースデザインを採用するなど、ター
ゲットに合わせて適切なコンテンツを選択。コンテンツの違い
はあるものの、ブランドイメージが統一された空間を作り展示
会を通じてブランド構築をはかりました。





展望台からの眺望をアプリでガイド
「TOKYO SKYTREE® PANORAMA GUIDE」

東京スカイツリー®から見える眺望や観光スポットを
スマホで手軽に楽しむ展望台アプリの制作

見ている方角に合わせた眺望をスマホに表示
地上350mの天望デッキ フロア350から見えるパノラマ画像と
観光スポットを案内するスマートフォンアプリをアマナグループ 
で制作しました。日本語に加え海外5言語にも対応し、高解像
度で撮影された鮮明な眺望画像は昼景・夜景を切り替える
ことができ、天気に左右されず素晴らしい眺望を楽しむことが
できる非常に見応えのあるコンテンツとなっています。

アマナのソリューションをフル活用
展望台という天候の影響を大きく受ける厳しい撮影条件の
もと、試行錯誤を繰り返して撮影を実施。展望台内での歩みに
応じてスムーズに映像を切り替えるための度重なる設定変更
や、多言語対応ならではのテキストに頼らない直観的な操作
が可能なデザインなど、ストレスを感じさせない使用感を追求
しました。デザインから撮影、テクニカルまでをアマナグループ
内で対応したため部門間の密な連携による迅速な制作が
可能となり、アマナグループの幅広い専門性が最大限に発揮
されました。

スマートフォンアプリ 
「TOKYO SKYTREE® PANORAMA GUIDE」

©TOKYO-SKYTREE

企業のコアコンピタンスを可視化する
コミュニケーションで見えない魅力を掘り起こす

シマノが開発した「DCブレーキシステム」
機能を可視化し、伝わる映像を制作

テクノロジーをわかりやすく伝える
ルアーをライントラブルなく正確に投げる際、従来は釣り人の
スキルを必要としていたベイトキャスティングリール。その
リールで誰もが簡単な調整でトラブルなく投げられるよう、
コンピュータで制御する全く新しいブレーキをシマノが開発。
そのブレーキを搭載したリールの販売にあたり、そのテクノ
ロジーをわかりやすく伝えるための映像をアマナ西日本支社
及びアマナグループのハイドロイドが制作しました。

見えないものを可視化する
生命・医学、工学系など多様な専門的素養をもつメンバーが
集うハイドロイドが、開発担当者と直接コミュニケーションを
取り製品を構造から理解することで、迅速な対応とスムーズ
な制作進行が可能に。伝えるべき製品の特徴や価値を掘り
起こし、映像に落とし込んで可視化しました。コンピュータが
ルアーの交換時や刻 と々変わる風向き等の状況の変化に応じ
て最適な調整を行う様子など、製品が持つユーザーに響く
伝えるべき情報を整理してCGで表現することで、短い動画
でも十分に製品の魅力が伝わる映像となりました。

Shimano - Curado DC



モチーフから連想して構築した世界観
ハイジュエリーの美しさと魅力を具現化

ミキモトの新作コレクションのコンセプトを読み解き表現した
カタログとハイジュエリー展の企画制作

アマナグループの総合力で顧客の心をつかむ
ミキモト新作ハイジュエリーのカタログ制作とそのカタログに
連動したイベント、商品にフィーチャーしたティザー映像を制作
しました。写真雑誌『IMA』の編集チームが参加してモチーフ 
から連想する世界観を構築し、カタログとイベントを企画制作。
ティザー映像では、ハイジュエリーが最も美しく見える角度や
撮り方で商品の美しさを表現し、アマナグループの総合力で
顧客の感性を刺激するコンテンツを制作しました。

独自の世界観に誘うこだわりのカタログとイベント
『IMA』の知見とセンスを活かして、リボンをモチーフにした
ジュエリーを身に付けた中世の肖像画を模したビジュアルや、
麗しきジュエリーの饗宴をテーマに撮り下ろした印象的な
ビジュアルでカタログを制作。イベントは、ビジュアル展示の
他、モチーフのリボンを会場内の天井から吊るし、リボンで
カタログ内の饗宴の場面を再現。肖像画の顔が次第に体験者
の顔と入れ替わるデジタルコンテンツも設置し、幻想的なイン
スタレーションでカタログの世界観を表現しました。

MIKIMOTO Teaser — “Jeux de Rubans”

眼前に実車があるようなリアリティ
デジタルコンテンツで新型車を体験

トヨタの新型車「カローラ スポーツ」をあらゆる角度から 
チェックできるＷＥBサイト用デジタルコンテンツ制作

VRの知見を活かして360度まるごと制作
トヨタの新型車「カローラ スポーツ」を公式サイトで体験できる 
360度デジタルコンテンツの企画制作をしました。実店舗では
全てのバリエーションを確認するのが難しい車のグレードや 
カラーなども、ＷＥＢ上では全バリエーションに変更でき、新型
車のポイントも一緒に確認できます。ＶＲ制作時に使用する
手法を用いて、ＣＧ上で空間を360度制作しています。空間
全体に奥行き等を感じさせ、その場にいるような感覚で車両
を確認できるコンテンツです。

フォトリアルな３次元の空間
ユーザーが自由に視点を変えられるコンテンツのため、360度
フォトリアルな表現を追求。背景も含めてフルCGで制作し、
車を魅せるライティングやリアルな質感にこだわりました。
高度な技術と洗練された表現力が求められる車のＣＧ制作
でもアマナグループ内で確認と修正が完結するためスピーディ
に対応。今まで培ってきた３DCG制作の経験を活かした技術
力と表現力でクオリティの高い表現を実現しました。

「カローラ スポーツ」360度コンテンツ



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） （2018.12.31現在） （2017.12.31現在）

流動資産 8,548 8,056
固定資産 4,046 3,851

有形固定資産 2,508 2,173
無形固定資産 1,016 1,116
投資その他の資産 521 561

資産合計 12,594 11,907

（負債の部）

流動負債 8,926 7,709
固定負債 1,830 2,417
負債合計 10,756 10,126

（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 △425 △447
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 24 14
非支配株主持分 111 86
純資産合計 1,837 1,781
負債・純資産合計 12,594 11,907

（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
（2018.1.1～2018.12.31） （2017.1.1～2017.12.31）

売上高 22,290 21,752
売上原価 13,029 13,173
売上総利益 9,260 8,578
販売費及び一般管理費 8,710 7,804
営業利益 550 774
営業外収益 39 35
営業外費用 147 231
経常利益 442 578
特別利益 29 98
特別損失 234 125
税金等調整前当期純利益 237 552
法人税等合計 191 135
当期純利益 46 417
非支配株主に帰属する当期純利益 24 25
親会社株主に帰属する当期純利益 21 391

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2018.1.1～2018.12.31） （2017.1.1～2017.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 549 1,330
投資活動によるキャッシュ・フロー △771 △414
財務活動によるキャッシュ・フロー 273 △696
現金及び現金同等物の期末残高 1,601 1,563

（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

資産
■ 流動資産
■ 固定資産

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。 

70.8%
(40.2%)

14.5%
(10.6%)

14.5%

67.8%

32.1%

ポイント
前期に比べ資産は686百万円、負債は630百万円
増加しました。資産増加の主な要因は、売上債権
及びたな卸資産の増加によるものです。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56百万円増加しました。主な
要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上
によるものです。

ポイント
売上高は、映像企画制作・TVCM企画制作といった
コンテンツの企画制作案件を中心に堅調に推移
し、前期比2.5％の増加となりました。
販売費及び一般管理費については、人員拡充の過程
において、給与等の人件費、採用強化等に係る活動
費、新オフィスに係る設備関連費が増加しました。
さらに、特別損失に過年度決算訂正関連費用など
を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は
前期を下回りました。

売上高の推移（単位：百万円）

2016.12

2018.12 22,290

21,752

21,498

2017.12
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株式の状況
（2018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 1,206,900 24.27%
2 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 563,300 11.32%
3 株式会社堀内カラー 120,000 2.41%
4 株式会社三菱UFJ銀行 100,000 2.01%
5 萬匠憲次 51,000 1.02%
6 株式会社三井住友銀行 50,000 1.00%
7 株式会社アマナ役員持株会（紫会） 39,200 0.78%
8 杉山一郎 30,500 0.61%
9 閑野欣次 30,000 0.60%
10 株式会社アマナ社員持株会 29,350 0.59%

合計 2,220,250 44.64%
（注） 1. 当社は、自己株式（435,267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. 持株比率は、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 .................................................................................... 18,373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
特別口座の口座管理機関  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 東京都府中市日鋼町1番地1
  Tel: 0120-232-711（通話料無料）

0.1%
1.0%3.2%

0.0%
0.4%

0.0%
0.1%

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
（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。 

99.3%82.4%

13.0%

写真って面白い！

「hueが直伝！ 売れる料理の撮り方、見せ方」
プロのノウハウでおいしさが伝わる写真を撮る！

アマナグループで「食」を中心とした撮影を行っているhue（ヒュー）
のフォトグラファー近藤泰夫が、Adobeのブログでシズル写真（五感
を刺激する“そそる”ビジュアル）の撮影のコツを伝える記事を連載 
しています。食の撮影のプロであるヒューにおいて長年培われてきた、
ヒューならではの撮影時の心構えやノウハウなど、実際の撮影現場
で活用されている、ビジュアルの伝わり方を大きく変える具体的な
テクニックをふんだんに盛り込んだ内容になっています。すぐに実践
できる、ひと工夫で写真のレベルがグッと上がるプロの技は、アマ
チュアからプロの方まで多くの方に好評をいただいています。

コーポレートデータ
（2019年3月25日現在）

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..........https://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 ...................................堀越 欣也
取締役 ...................................築山 　充
取締役 ...................................深尾 義和
取締役 ...................................松原 智樹
取締役 ...................................安川 　武
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 ..........................西井 友佳子
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株式会社アマナ
〒140-0002 
東京都品川区東品川2-2-43
TEL: 03-3740-4011

https://amana.jp/
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