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株主の皆様へ

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に申し訳なく存じますが、
さらなる収益力の強化と財務体質
の健全化が必須な状況であることから、普通株式につきまして

アマナグループでは、2021年を初年度とする中期経営計画に

は、無配とさせていただきました。

基づき、収益構造の改善と内部統制のさらなる強化に努める
なかで、
お客様の
「Co-Creation Partner」
を標榜するビジネ

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

スモデルを支える経営基盤の再構築を推し進めております。

取り、
「届けたい想いが伝わり、行動を促す」
コミュニケーショ
ンをお客様と共に創造する
「Co-Creation Partner」
として、

当期においては、想定以上に長引く新型コロナウイルス感染拡
表紙のテーマ

人に寄り添い、共に創る喜び
免責事項

大の影響などを受け、売上高の再成長は計画から遅れている
ものの、固定費を中心にコスト構造の最適化を図ったことなど

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

で、最終的な当期純利益を確保いたしました。
また、第三者割

願い申し上げます。

当による普通株式及び優先株式の発行を通じて資本増強を

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

図り、喫緊の課題であった債務超過を解消し、同時に、既存の

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

借入金のリファイナンスを通じて負債再構築を図ることで、財

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。

務基盤の安定化に努めました。
しかしながら、株主の皆様には

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

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

事業の再成長に邁進してまいります。

2022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

Client Perception Change

One amana！で Co-Creation Partner Model の実現へ

注力クライアント

新しいワークフローの確立

Visual

Content

Communication

Co-Creation Partner

2021年の振り返り

遅れているものの、
コスト構造の見直しによる固定費の適正化
の成果が顕在化したことなどにより、利益体質化が進み、営業

2022年の方針｜
「新しいワークフローの確立」

総合力を発揮した効率的な売上高の再成長を企図していま
す。
さらに、クライアント企業視点でコミュニケーション活動

2021年を初年度とする中期経営計画においては、
「 One

利益・経常利益を計上し、最終的な純利益を確保しました。
さ

2022年においては
「新しいワークフローの確立」
を重点テー

における課題発見から寄り添い、課題解決に向けて、多様な

a m a n a！」を掲げる経 営 方 針のもと、“トップライン再 成

らに、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行を通じ

マに設定し、中期経営計画に掲げた方針・戦略に基づく施策

クリエイティブサービスを有するアマナグループのケイパビリ

長”“原価削減”“DX推進”を基本戦略に据え、利益創出と

て資本増強を図り、同時に、既存の借入金のリファイナンスを

等を引き続き遂行していくことで、持続的な成長を支える基

ティを接続して価値提供していくアプローチを通じて、
クライ

さらなる内 部 統 制 強 化 に努めるなかで、お 客 様 の「 C o -

通じて負債再構築を図ることで、収益構造の改善とともに、財

盤構築を推し進めています。

アント企業のアマナグループに対する認識変容（パーセプシ

Creation Partner」
を標榜するビジネスモデルの再構築を

務基盤の安定化が進捗しました。なお、売上高の再成長は一

推し進めています。

定程度に留まりましたが、
アカウントベースドモデルを採用し、

「新ワークフロー」の背景を成すコンセプトは、顧客単位で

注力クライアント企業を設定のうえ継続的な関係構築を推進

戦略を考える“アカウントベースドモデル”の思考や、案件単位

2021年の業績については、想定以上に長引く新型コロナウイ

するなかで、効率的に売上高の拡大を目指す戦略そのものは

で役割を明確化のうえ利益を設計する“案件デザイン”の思

また、ACP（amana creative platform：アマナグループ独

ルス感染拡大の影響などを受け、売上高の再成長は計画から

成果を示し、2022年の全社戦略の礎を築きました。

考であり、
これらに基づくビジネスプロセスを支えるITプラッ

自のITプラットフォーム）
の中心となるcompass（販売管理シ

トフォームの構築を含め、
より全体最適なワークフローを確

ステム）のリニューアルを契機に、デジタル化による生産性の

立することで、収益力の向上とさらなる内部統制の強化を実

向上、
ナレッジ活用による効率性と競争力の向上を実現する

現していきます。

DXを推進するとともに、十分なチェック・モニタリングが機能

中期経営計画
新しいワークフローの確立

利益創出
内部統制

Co-Creation Partnerの実現

DX推進

Creation Partner Model の実現につなげていきます。

する仕組みを構築し、案件毎の利益管理の徹底と、外部発注
トップラインの再成長に向けては、
2021年から推し進めている

プロセスの最適化を行い、収益性向上を図っていきます。

アマナグループにおいて
「ADP
（Account Design Program）
」

基本戦略
原価削減

ョンチェンジ）を促進するなかで、継続的かつ発展的なCo-

トップライン再成長

と称するクライアント企業毎の営業戦略プログラムのPDCA

これらの戦略・施策を組み合わせるとともに、2021年におい

をさらに展開し、注力クライアント企業の拡大・再設定、最適

て成果が顕在化したコスト構造の見直しによる固定費の適

な人材・リソースの配置、有効な商材・サービスの提供など、

正化を継続することで、収益力の強化、利益の最大化を目指

選択と集中による営業戦略の更新を図るなかで、
グループの

します。

６フロアからなるショールームをバーチャル空間に創出
YKK「YKKデジタルショールーム」

企業の魅力をバーチャル空間で発信

間で伝えるため、各フロアをループするように体験の楽しみを

リアルな場での集客イベントや販売活動の制限が続く中、大き

商談というゴールにつなげるために、
マーケティング視点での

YKKの実店舗であるロンドンショールームは、
Shoreditch
（シ

「OPEN TO THE WORLD」
の
「OPEN」
に込められた意味

な注目を浴びたのがオンラインの活用でした。
その課題をアマ

アドバイスも行いました。

ョーディッチ）
というアーティストやクリエイターがたくさん住

を、WELCOME（思わず入りたくなる）、ENCOUNTER（出会

んでいるエリアにあり、
とてもスタイリッシュな店舗。
この雰囲

いがある）、KEEP IN TOUCH（継続してつながりたくなる）
の

気を生かしてほしいというリクエストにこたえ、
ロンドンを舞台

３つのキーワードを元に設定しています。

ナがすくい上げ、
ショールームをオンライン上に構築したのが、
「YKKデジタルショールーム」
です。

考えて制作を進めます。

設け、
まるで実店舗を巡っているかのように演出。最終的には

さまざまな機能をサイトに盛り込む

イメージしたのは、
「YKKの魅力に出合える場所にしよう」
とい

実制作に際しては、プロデューサー、プランナー、Webディ

うこと。YKKは、
ファスナー、
スナップ・ボタン、面ファスナーや

レクターを中心にアマナの多方面からスタッフが参集。商品

バックルなどのファスニング商品を、世界70以上の国と地域で

のアップデートを簡単にできるようにCMSを入れたり、商談

展開するファスナーのトップブランド。
その実力をバーチャル空

（オンラインミーティング）ができるようなサイトの構造を

てYKKのブランド力を発信するのが、
このデジタルショール
ームの役割だと考えました。
さらにブラッシュアップを重ね、

にその世界観を踏襲したショールームを作り上げました。

ブランド力を伝えるコンセプト設計
コンセプトは、
「 OPEN TO THE WORLD」。世界に向け

デジタルショールームが叶える店舗の役割
「YKKデジタルショールーム」
は2021年４月にローンチ。地上
１階、地下５階の６層に広がる各フロアには、YKKのさまざま
なファスナーやスナップ・ボタン、
バックルといったファスニング
商品と言われるアイテムが、使われるシーンをイメージした空
間に展示されました。
このデジタルショールームという場を活用し、
トレンドアイ
テムの展示会やトークショーなど、さまざまな施策を検討
中。Co-Creation Partnerとしてのアマナのミッションは続
いていきます。

ニューノーマル時代のコミュニケーション
自分らしい働き方を
「deepLIVE ™」
で表現

南九州市の魅力を
さまざまな形で発信

コクヨ「THE CAMPUS」
プロモーションムービー制作

鹿児島県南九州市のVI開発、
地域ブランディング施策

理想的なオフィス像をビジュアライズ

「deepLIVE ™」
だからこそ可能な映像体験

市の課題をブランディングで解決へ

文具やオフィス家具の製造・販売だけではなく、
オフィスのあり

最初にCG空間を作成した後に、
グリーンバックで人物を撮影

鹿児島県の南部に位置する南九州市。
３つの町が合併して発

方や働き方までをも提唱しているコクヨ。
2021年2月15日にオ

してCG空間に合成する方法で進めました。CG空間に合わせ

足し、今年で15年目になります。
当初は、全国的な知名度が低

ープンした新オフィス
「THE CAMPUS」
のプロモーションムー

てキャストが演じるので、撮影はバーチャル空間内で自由にア

く、
また生産年齢人口の減少という課題を抱えていました。
そ

ビーをアマナが作成しました。
全編においてバーチャル・ライブ・

ングルを切ることができます。背景CGのリアルタイムレンダリ

のため、
５年前からアマナが市のブランディングをサポート。VI

ビジュアルソリューション
「deepLIVE™」
を活用しています。

ングが可能なシステム
「RedSpy」
「Reality」
を導入したことに

の開発や、市の魅力を伝え周知させるためのさまざまな施策を

より、
さまざまな表現が可能になりました。

行っています。

「THE CAMPUS」
の空間の中で創造性のあるオフィスや、
そ

完成した映像は、2021年11月4日から12月3日の間に、東京

こで生き生きと働く人々の姿を表現。
「自分らしい働き方がで

と大阪で開催された
「2022 KOKUYO FAIR」
にてお披露目さ

息の長い施策を、
並走しながら実現

きる。
それは人生が豊かになることにつながる」
というメッセー

れました。

未来のオフィス像を描く舞台
（コンセプトビジュアル）
を設定し、

ジを伝えました。

最初に作成したのは、市のロゴやキャッチコピー、市職員が使
用するコミュニケーションツールなどでした。
その後、南九州市
の魅力を伝えるコンセプト動画を作成。
さらに同市が管理運
営する知覧特攻平和会館のロゴ制作、
ふるさと納税の促進事
業をサポートしました。
フォトコンテストや総合観光パンフレッ
トの作成など、魅力発信のための事業はますます広がっていま
す。南九州市のブランディング施策は、10年計画で行う息の長
いもの。
アマナは市と共に並走するパートナーとして、一緒に取
り組んでいきます。

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

（2021.12.31現在）

前期

（2020.12.31現在）

流動資産

6,937

6,884

固定資産

3,558

3,605

有形固定資産

1,757

1,952

無形固定資産

1,168

1,016

631

637

繰延資産

9

ー

資産合計

10,504

10,490

投資その他の資産

ポイント

前期末に比べ、資産は14百万円増加しました。主な

が減少した一方、現金及び預金、
ソフトウエア仮勘
定が増加したことによるものです。
前期末に比べ、
負債は1,164百万円減少しました。
主な要因は、
借入金、
未払金の減少によるものです。
前期末に比べ、純資産は1,178百万円増加しまし
た。主な要因は、新株式の発行による増資、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。

3,537

8,402

固定負債

6,591

2,890

負債合計

10,129

11,293

資本金

100

1,097

資本剰余金

511

1,334

利益剰余金

△125

△3,117

自己株式

△218

△304

その他の包括利益累計額

2

47

非支配株主持分

105

138

純資産合計

375

△802

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。

10,504

10,490

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

33.8%

前期

の復調傾向がみられる一方、一部のクライアントに

17,748

17,268

7,723

7,208

販売費及び一般管理費については、人員数の最適

163

△1,523

人件費の削減、
オフィス施設などの一部解約による

258

155

ました。保有資産の効率化を目的とした投資有価証

10,025

7,560
139

10,060
8,731
199

44

△1,478

7

869

税金等調整前当期純利益

140

△2,339

当期純利益

127

△2,454

82

△2,467

非支配株主に帰属する当期純利益

売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から

（2020.1.1～2020.12.31）

103

親会社株主に帰属する当期純利益

ポイント

（2021.1.1～2021.12.31）

特別利益

法人税等合計

66.0%

（純資産の部）

売上高

特別損失
0.0%

（単位：百万円）

当期

要因は、
たな卸資産、建物及び構築物、
ソフトウエア

（負債の部）

流動負債

連結＞要約損益計算書

13
44

9

おける内制強化が加速したことなどにより前期比
2.8％の増加となりました。
化及び業績進捗を勘案した賞与の抑制などによる
賃借料の削減等により、
前期比13.4％の減少となり
券売却による投資有価証券売却益を特別利益に計
上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期
純利益は82百万円となりました。

115
12

繰延資産

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書

3.5%
33.6%
（10.6%）

62.7%
（58.7%）

（単位：百万円）

当期

（2021.1.1～2021.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー

520

△529

82

1,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545

現金及び現金同等物の期末残高

2,095

財務活動によるキャッシュ・フロー
（注）
百万円未満を切り捨てて表示しております。

前期

（2020.1.1～2020.12.31）

△351

1,990

2021.12

2020.12

2019.12

17,748

株式の状況

コーポレートデータ

（2021年12月末）

五 感 満 足 T O P I C S

（2022年3月30日現在）

グラフィカルな表現で、
ニューヨークADC賞を受賞！
博報堂「AD+VENTURE」社内用告知ビジュアル

株式のご案内

大株主状況（上位10名）
株主名

持株数

持株比率

1 進藤博信

996,700

18.92%

2 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

563,300

10.69%

3 株式会社堀内カラー

235,100

4.46%

4 永山輪美

108,100

2.05%

5 株式会社三菱UFJ銀行

100,000

1.89%

6 寺田倉庫株式会社

72,000

1.36%

7 萬匠憲次

51,000

0.96%

8 コクヨ株式会社

34,300

0.65%

9 アマナ社員持株会

33,350

0.63%

30,600

0.58%

2,224,450

42.22%

10 株式会社三井住友銀行
合計

（注）1. 当社は、
自己株式（312,267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。

発行済株式数

普通株式 ............................................................................... 5,579,200株
A種優先株式 ................................................................................. 1,000株

株主数

普通株式 ..................................................................................... 21,490名
A種優先株式 .......................................................................................... 1名

会社概要

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 ........................ 普通株式
100株
A種優先株式
1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（普通株式）
0.4%
2.4%

1.8%

0.0%
0.4%

0.0%
0.1%

17.2%

78.0%

99.3%

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
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 .....................................1億円
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 .....................................堀越
取締役 .....................................築山
取締役 .....................................深尾
社外取締役 ............................飛松
社外取締役 ............................彦工
社外取締役 ............................平田
常勤監査役 ............................遠藤
社外監査役 ............................西井
社外監査役 ............................岩崎

博信
幸大
一夫
欣也
充
義和
純一
伸治
静子
恵子

友佳子
通也

博報堂DYグループの社員公募型ビジネス提案・育成制度である
「AD+VENTURE（アドベンチャー）」。
その社内用告知ビジュアル
が、2021年ニューヨークADC賞フォトグラフィ部門でメリット賞を
受賞しました。
アマナは、
このグラフィック制作においてプロデュー
ス及び撮影・レタッチを担当しています。
「こんな先行きの見えない
今だからこそ、色とりどりのスネ
（サポート）
に思う存分かじりつき、
あなたのアイデアを実現しよう」
というプロジェクトを、女性のカラ
フルな足元とそこにかじりつく犬によって表現。
アマナならではの、
ユニークなプロデュース力と表現力が光りました。

株式会社アマナ
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43
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