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株主の皆様へ

コーポレートミッション

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

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、テクノロジーの進化やメディアの多様化により企業が自ら情報発信

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、

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化しております。

好奇心やイタズラ心が生まれる瞬間。」
として、遊びや

このような変化を受け、
アマナグループでは、
2017年からの
「中期経営計画｜後期」

暮らしの中に織り込まれたクリエイティブを育む物語

において、
お客様の
「コンテンツパートナー」
を標榜し、収益性と生産性の向上の

を表現しました。

基盤となる仕組み作りに努めてまいりました。
しかしながら、当期においては、

写真を取り巻く環境はますます進化し、
ビジュアルを

営業系人材の増員および戦力化、外注費コントロールの強化が十分に進捗出

通じたコミュニケーションは
「見る」
から
「参加する」
へ。

来なかったことで、重要指標である事業付加価値額（売上高－外注原価）の

世界中の人々と瞬時につながる共感の感覚は、日々

成長が一定程度に留まり、最終的に当期純損失を計上することとなりました。

の生活にすっかり根付いています。

株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、当期純損失の計上及び繰越利益

aman!aからamana reportへ

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。今後は、

アマナグループの熱狂的なファンをたくさん作りたい

あらためて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。

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

私たちアマナグループは、
これからも常に時代の半歩先を読み取り、
より多く

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

の人々が感動するビジュアルコミュニケーションを追求し、
「ビジュアルコミュニ

よう、新たに“amana report”と名称を変更してお届け

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。

します。

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。

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。
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免責事項

2020年3月
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

One amana！でパートナーモデルの実現へ

「中期経営計画｜後期」の方針・振り返り

2019年の振り返り

2020年の方針・見通し

私たちアマナグループは、テクノロジーの進化やメディアの

「中期経営計画｜後期」の最終年度にあたる2019年において

2020年は、量的拡大をテーマに見据える2021年からの

変化に柔軟に対応して持続的に成長するため、中長期的な

は、生産性向上を実現するクリエイティブプラットフォーム

「次期｜中期経営計画」へ向けた「準備期」
と位置づけ、
「 One

観点から経営計画の策定に取り組んでおります。

の構築をあらためて加速させ、収益性重視の独自の経営管理

amana！」を掲げる経営方針のもと、
これまでに取り組んで

2017年からの
「中期経営計画｜後期」
においては、新しい価値

体制を通じて事業や組織のスクラップアンドビルドを推進

きた新しい価値創造を支える仕組みづくりの更なる充実と

創造を支える仕組みの構築を行い、労働集約型から知恵集約

するなかで、知 恵 集 約 型モデルへの転 換をおこなうととも

進化を推し進めていくことで、
あらためて、一人ひとりの生産性

型へと働き方の進化を図るとともに、一人ひとりの生産性の向

に、一人ひとりの生産性の向上による収益の拡大に努めて

向上による収益力の改善を図るとともに、
お客様のコンテンツ

上による収益力の強化を図ることで、
お客様のコンテンツパート

まいりました。

パートナーを標榜するビジネスモデルをより強固なものとして

ナーとしての成長の礎を構築することを目指してまいりました。

2019年の業績については、多様なクリエイティブサービスを

確立していくことを目指しております。

仕組みの構築における施策として、独自の経営管理体制を

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

2020年の業績の見通しについては、全社横断型の戦略的な

運用し、事業活動の可視化を進めてきたなかで、
クリエイティブ

ことで、事業付加価値額（売上高－外注原価）
は前年比で成長

営業体制を構築し、採用・育成・リテンションに注力して営業

サービス部門の活性化が進み、
マーケットニーズへの適応が

しましたが、営業系人材の増員および戦力化に時間を要した

戦力人員を拡充することによるトップラインの成長と、外注

図られました。
また、営業効率化の施策として、
オウンドメディア

ことや、外注費コントール施策の成果が顕在化していないこと

費コントロール施策の徹底により、事業付加価値額の拡大

を活用した情報発信の充実や、グループファシリティを活用

などで、計画には届かない結果となりました。固定費について

を図ってまいります。同時に、マージンオペレーションを強化

したイベントセミナーを展開してきたことで「コンテンツの

は計画の水準内で収めたものの、継続的に推進してきた人員

することで固定費の増加を抑制し、効率的なグループ運営

アマナ」
としての認知拡大が図られるなど、
成果がみられました。

拡 充や、外 部パートナーと協 働で取り組んでいるプラット

管理体制の構築も進めていくなかで、増収増益を目指して

アマナグループは、
「 中期経営計画｜後期」において構築して

フォームの構築、インバウンドマーケティング施策の推進、

おります。

きた仕組みの更なる充実と進化を推し進めていくことで、
お客

グループファシリティの運営等などの要因もあり、前年比では

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

様のコミュニケーション活動の付加価値を最大化するコン

人件費・活動費を中心に増加しました。その結果、営業利益・

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

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

経常利益が減益、最終的に当期純損失を計上することになり、

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

まいります。

業績面において大きな課題を残すこととなりました。

してまいります。

バスケットボールの美しさを表現！
ボール表面の天然皮革の魅力を、

多彩なアウトプットで
企業のメッセージを可視化

細部にこだわってビジュアル化

アプリ開発、
広告制作、
Webコンテンツ制作の連動

新製品のボールをどう見せるか

次世代のスキンケアサービスをわかりやすく伝える

FIBA(国際バスケットボール連盟)主催国際大会の唯一の

資生堂が蓄積してきた美容知見にIoTテクノロジーを融合

公式試合球として採用されているモルテンのバスケットボール。

させた、パーソナライズドスキンケアブランド
「Optune(オプ

2019年にリニューアルされた試合球のプロモーション動画、

チューン)」。アマナグループでは、サービス設計の段階から

W e b 制 作 、キービジュアル制 作をアマナが担当しました。

携わり、ローンチに向けてのプロモーションも併せてサポート

リニューアルされた試合球は、表面の天然皮革が新しくなり、

しました。誰も体験したことのないスキンケアブランドのβ版

コントロール性能とグリップ性能が向上。天然皮革の美しさ

展開においてアプリ開発を担当。
グラフィックを駆使しながら、

と性能アップを伝えることが訴求ポイントでした。

ユーザーが直感的に操作できるUI/UXデザインを提案し、

動きと質感の見え方に徹底的にこだわる

実サービスへ反映しました。

ビジュアルは、人物のみを撮影してボールと背景はCGで制作

体験訴求に軸をおいたコンテンツマーケティングを展開

しました。
「 人がボールを投げたときの汗の飛沫の表現」
「ドリ

サービス自体の認知に向けては、CMでの拡散、駅構内のサイ

ブルからパスをするシーン」
といった動きのイメージや、ボール

ネージや車内のトレインチャンネル、Webメディアへの出稿等

の丸み、皮革表面のシボの形状、溝の深さ、
ピッチの質感など

を中心に展開。
さらに、
『 MilK』編集部のエディトリアルスキル

を的確に表現。ロゴの焼き印については、激しく燃えすぎず

を活用してポップアップストアでの体験など記事化し、
オウンド

煙の出方も視認性を優先して調整するなど、
さまざまな「見え

メディアを軸としたコンテンツマーケティングで体験訴求を

方」に徹底的にこだわったビジュアルが完成しました。

強化しました。次々と開発するコンテンツを、サイトやアプリ
などメディア横断的に配信し続け、会員顧客の定着を促す
仕組みを構築しています。

環境にやさしい社会の実現へ
NTTドコモ
「STAMP BIKE」

アート写真の祭典として、
長野県御代田町から世界へ発信

「浅間国際フォトフェスティバル2019」

企業ビジョンを伝えるための、新たな広告のかたち

浅間山麓の3エリアにて開催

NTTドコモが循環型社会の実現に向けた事業のひとつと

長野県御代田町とアマナは2019年9月14日から11月10日

して行っている
「bike share service」の認知拡大のための

まで「浅間国際フォトフェスティバル2019」を開催しました。

プロモーション用コンテンツおよびムービーの制作を、
アマナ

2018年のプレ開催を経て第1回となる2019年は、｢御代田

グループのワンダラクティブが手がけました（企画：東急エー

写 真 美 術 館（ 通 称：M M o P ）｣エリアをメイン会 場とする

ジェンシー）。
「しぜんをのこそう」
といったテキストや絶滅危惧

｢PHOTO MIYOTA｣、軽井沢町・軽井沢プリンスホテル イー

種の絵を彫ったタイヤを制作し、自転車の後輪に水を噴射

スト内の｢PHOTO KARUIZAWA」、また群馬県長野原町

する装置を付けて走ることで、
タイヤの跡が広告になり、
やがて

内2カ所（ルオムの森・浅間火山博物館）の｢PHOTO KITA-

乾いて消えるという企画。
「 STAMP BIKE」
という名称で、

K ARUIZAWA｣と、浅間山麓の3つのエリアで開催。メイン

自転車が環境に配慮した移動手段であることを伝えました。

会場のMMoPでは、国内外で活躍する55組のアーティスト

公道を広告メディアとして活用するという、新たな広告のかたち

による写真作品728点が展示されました。

を実現させるチャレンジでした。

300

MEDIA

1.8億 円

五感を刺激する特別な写真体験

1億8000万円を超える広告効果

近年、国際的に人気を博しているアート写真の祭典として

完成した
「STAMP BIKE」
は、新しい広告媒体として300以上

御代田町から発信する、国内では類を見ない新しいフォト

のメディアに取り上げられた結果、1億8000万円以上の広告

フェスティバル。屋内のみならず屋外にも、
さまざまなスタイル

効果を生み出しました。
この企画はSDGsの取り組みとしても

で作品が掲示され、自然の中を散策しながらバリエーション

評価され、第72回広告電通賞にて
「イノベーティブ・アプローチ

豊富な写真表現に触れることができる
「五感を刺激する特別

銀賞」を受賞。また、SNSでも関心を集め、多くの人たちに

な写真体験」を提供しました。

「環境にやさしい社会の実現」
というビジョンを伝えることに
成功しました。

連結財務諸表

連結＞要約貸借対照表
（資産の部）

（単位：百万円）

当期

（2019.12.31現在）

前期

（2018.12.31現在）

流動資産

7,557

8,385

固定資産

4,259

4,151

有形固定資産

2,582

2,508

無形固定資産

935

1,016

投資その他の資産

741

627

資産合計

11,816

12,537

（負債の部）

流動負債

7,101

8,926

固定負債

3,076

1,772

負債合計

10,177

10,699

（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

△649

△425

自己株式

△304

△304

25

24

135

111

その他の包括利益累計額
非支配株主持分
純資産合計

負債・純資産合計
（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

1,638

11,816

1,837

12,537

ポイント

資産は、前期末に比べ720百万円減少しました。

連結＞要約損益計算書
当期

資産減少の主な要因は、現金及び預金、受取手形
及び売掛金の減少によるものです。
負債は、
前期末に比べ521百万円減少しました。
負債
減少の主な要因は、借入金の減少によるものです。
純資産は、前期末に比べ198百万円減少しました。
主な要因は、親会社株主に帰属する当期純損失の
計上によるものです。

（単位：百万円）

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
法人税等合計
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

（2019.1.1～2019.12.31）

（2018.1.1～2018.12.31）

23,031
13,452
9,579
9,482
97
79
166
11
51
24
39
238
△199
24
△223

22,290
13,029
9,260
8,710
550
39
147
442
29
234
237
191
46
24
21

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当期

（2019.1.1～2019.12.31）

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の期末残高
（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

前期

415
△829
169
1,341

前期

（2018.1.1～2018.12.31）

549
△771
273
1,601

ポイント

売上高は、企画から制作までを一貫して行うコン

テンツの企画制作案件を中心に伸長し、前期比
3.3％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、新オフィスに係る
設備関連費、クリエイティブプラットフォーム構築
等の業務委託費が増加しました。
当社において繰延
税金資産の取崩の発生などによる法人税等調整
額を計上した結果、親会社株主に帰属する当期
純損失は223百万円となりました。

株式の状況

（2019年12月末）

大株主状況（上位10名）

株式のご案内

株主名

持株数 持株比率

1 進藤博信

1,057,200

21.25%

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

257,200

5.17%

4 株式会社三菱UFJ銀行

100,000

2.01%

5 萬匠憲次

51,000

1.02%

6 株式会社アマナ社員持株会

30,650

0.61%

7 株式会社三井住友銀行

30,600

0.61%

8 杉山一郎

29,900

0.60%

9 閑野欣次

28,000

0.56%

27,400

0.55%

10 株式会社アマナ役員持株会
（紫会）
合計

コーポレートデータ

写真って面白い！

会社概要

アマナ発のクリエイティブアートユニット

（2020年3月30日現在）

2,175,250 43.74%

（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..................................................................................... 19,529名

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
期末配当金

12月31日

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）

株式分布状況

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
取締役................................... 石亀
取締役................................... 深作
取締役................................... 澤
取締役................................... 堀越
取締役................................... 築山
取締役................................... 深尾
取締役................................... 松原
取締役................................... 安川
社外取締役........................... 増田
常勤監査役........................... 遠藤
社外監査役........................... 飛松
社外監査役........................... ⻄井

「MAISON ONIGIRI（メゾン オニギリ）」
｢MAISON ONIGIRI｣はフォトグラファー・細見恵里（hue）
と、
ビジュ
アルクリエイター・結城香織（wonderactive）によるアマナ発のクリ
エイティブアートユニットです。2人の作品は食べ物を題材にしな
がら、
ファンタジーでもあり、
クールでもあり、
カワイイでもある、
さま
ざまな要素を帯びて鮮烈な世界観を放っています。その「MAISON
ONIGIRI」が国際ガールズ・デー2019の共通アイコンを作成。
さま
ざまな企業が女性を応援するイベントやトークショーに参加し、国際
ガールズ・デーを挟んだ期間には
「MAISON ONIGIRI」
のビジュアル
が六本木の町を彩りました。今後の2人の活躍に目が離せません。

博信
幸大
一夫
幸宏
欣也
充
義和
智樹
武
宗昭
恵子
純一
友佳⼦

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

Printed in Japan
All photographs are the copyright of individual photographers.

©Judita/EyeEm/amanaimages

https://amana.jp/

