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表紙のテーマ
人に寄り添い、共に創る喜び

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。

株主の皆様へ

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

アマナグループは企業の「コンテンツパートナー」を標榜し、ビジネスモデル変革
に努めてまいりました。しかしながら2020年はコロナ禍という不測の状況に接し、
上半期から売上高が大きく減少し、最終的には債務超過に陥る事態を招きました。
このような財政状態であることから、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、
当期につきまして無配とさせていただき、次期につきましても無配とさせていただく
予定となっております。今後は、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。また、下半期には当社内における不適切会計の問題が
発覚し、ご心配をおかけいたしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。

コロナ禍におけるニューノーマルの時代には、個人から企業まで全ての人々が
大きな変容を求められます。同時にデジタルトランスフォーメーションが加速度的
に進むなか、企業のコミュニケーションの在り様にも多大な影響を及ぼしています。
こうした背景のもと、2021年から始まる「新中期経営計画」においては、内部
統制の強化と、外注費のコントロールを徹底しながら、「One amana!」を掲げて
総合力を高め、全社一体となって収益改善を実現してまいります。

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。

2021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 新中期経営計画
2021年12月期～2023年12月期の概要　
Co-Creation Partner Model構築

1 中期経営計画策定の目的
アマナグループでは、テクノロジーの進化やメディアの変化に
柔軟に対応し持続的に成長するため、中長期的な観点から
新たな経営計画の策定に取り組んでおります。
2 0 2 0 年 度は次 年 度からの中期 経 営 計 画 期 へ向けた

「準備期」と位置づけ、「One amana！」を掲げる経営方針
のもと、全 社 横 断 型 の 戦 略 的 営 業 体 制 、ワンストップ
のクリエイティブ体制、効率的なグループ運営体制の構築
を推進してまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
営業及び制作活動が一部制限を受け売上高が大幅に減少
し、外注費を中心とした原価削減、人件費や設備費などの
固定費削減を図ったものの大きな損失を計上し、債務超過
に陥っております。さらに当社及び連結子会社における不適
切会計処理が判明しましたが、再発防止のための内部管理
体制及びコンプライアンス体制を徹底強化いたしました。
2021年からの３カ年における中期経営計画期では、「内部
統制の強化」への継続的な取り組みを実施するとともに、

「利益創出」にこだわり、収益構造の改善及び財務基盤の
安定化に努めながら、お客様の「Co-Creation Partner」
を標榜するビジネスモデルを支える経営基盤を再構築して
まいります。

新体制ではCo-Creation Partnerとして企業に寄り添い、
継続的な関係を構築しながら、クライアント視点からの営業
戦略を展開。案件ごと、担当者ごとの単発の取り組みにとどま
らず、年間を通じての総合的なソリューションを提供すること
で効率的に売上高の再成長を図ってまいります。
次に原価削減、収益性向上のための施策としては、「案件を
デザインする」をコンセプトに、利益体質化に向けた企業文化の
醸成とともに十分なチェック・モニタリングが機能する仕組み
を構築することで、利益管理と内部統制の強化を実現してまい
ります。さらに外注費コントロールの司令塔としてクリエイション
バイヤー部門を設置し、制作活動におけるグループ内部のクリ
エイティブリソースの最大活用とともに、外部発注プロセスの
再構築による発注先や発注額の最適化を徹底します。

２ 中期経営計画の基本方針
まずは企業とともに共創するCo-Creation Partner Modelを
早期に確立すべく、ニューノーマル時代に対応する働き方を
実践しながら、利益創出と内部統制強化の実現を目指します。
この新ワークフローの確立は、１.企業とのより深い関係構築
によるトップラインの再成長、2.社内外のリソースの最大かつ
効率的な活用によるコスト削減、3.生産性、競争力向上及び
内部統制強化のためのデジタルトランスフォーメーション推進
の３本の大きな柱によって実現することを計画しております。
トップラインの再成長としては、前年より総合力を発揮する

「One amana!」を掲げ、経営方針の改革・整備を進めてまい
りました。新組織による全社横断型の営業体制を整えた今期
は、注力クライアントにおけるアカウントベースドモデルを採用
いたします。

最後に生産性、競争力、内部統制強化を実現する具体的施策
としてのデジタルトランスフォーメーションの推進です。当社
ではこれまでにも様々なシステムにおけるデジタルシフトを実施
してまいりましたが、コロナ禍において働き方が変化する中
でワークフローのオンライン化など、デジタルトランスフォー
メーションをより一層推し進めます。生産性を上げるとともに
社内ナレッジを蓄積したデータベースの共有化とその最大
活用により効率性と競争力を向上させ、ニューノーマル時代
に対応する体制を作り上げます。また、ACP（amana cre-
ative platform）の中心となる販売管理システムのリニュー
アルを契機に、ワークフローそのものを見直しシステムを刷新
することで、内部統制の強化にもつなげてまいります。
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新しいメディアコマースの構築を通して、Co-Creation Partnerに
エービーシー・マート「GRAND STAGE」

顧客満足度を高めるサイトとは
近年、デジタル消費が加速する中、企業のサイトは単に商品
を売るだけでなく、どのようなメッセージを発信するのか、
どうやって顧客満足度を高めるのかが問われています。
そのような状況下でアマナがプロデュースしたのは、エー
ビーシー・マート「GRAND STAGE」のサイト制作です。

ECサイトの企画・設計をする中で、クライアントに対して
コンテンツマーケティングのワークショップを実施。そのう
えで、商品が並ぶだけのカタログ的なサイトではなく、EC
サイトの一歩先を行く新しいメディアコマースを構築しよう
と動きました。

ローンチ後の「GRAND STAGE」のブランドデザインとコン
テンツ制作は、引き続きアマナが担当。「靴」を通して、新たな
ファッション文化と体験価値を伝えるサイトを目指しつつ、
今後はSNSやリアル店舗も巻き込んで、より立体的なプラン
ニングを行っていく予定です。

クライアントと共に文化を作る
実際に行ったのは、サイト全体のUI/UX設計やフロントエンド
構築、記事コンテンツ作成と商品やブランドビジュアルの撮影
など。コンテンツマーケティングによって導き出されたコンセ
プトに基づき、「GRAND STAGE」が目指す方向性を明確に
したうえで、制作が行われました。日本にはまだ根付いていな
いスポーツミックスのファッション文化を、クライアントと共に
作り出していこうとする姿勢は、これまでの他のECサイトとは
一線を画すアウトプットに。ブランディング、コンサルティング、
コンテンツマーケティング、コンテンツ制作と、ブランドの根幹
に関わる複合的な施策となりました。
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ホテルと周辺エリアの魅力を伝える
空間作り
富士山三島東急ホテル「ツーリストラウンジ」
コンテンツ制作

和の空間をプロデュース
2020年6月30日、静岡県三島市に富士山三島東急ホテル
がオープン。このホテルのツーリストラウンジ（ホテル内に
設置される観光案内スペース）周りの空間デザインや観光
案内ツールなどのコンテンツ制作をアマナがプロデュース
しました。
水墨画を使った壁面アートのプロデュース、ラウンジで配布
する観光案内ツールやアートカードを制作し、ホテルと三島
周辺エリアの魅力を発信しました。

デジタルサイネージのコンテンツデザインと
プログラミング
ツーリストラウンジ内には縦型のタッチ式サイネージを設置。
スクロールしている項目に触れると、詳細画面に遷移し、情報
が表示されるこのサイネージのアートディレクション、プロ
グラミングも手がけています。
空間自体のコンセプト作りからコンテンツ制作まで、アマナの
トータルプロデュース力が発揮できた事例となりました。

あなたの肌はどんなパフェ？
資生堂「肌パフェ SKIN CHECK」

肌の構造をパフェを通じてわかりやすく、楽しく学ぶ！
資生堂の「肌パフェ SKIN CHECK」は、現在の肌状態を
チェックし、パフェに見立てて楽しく学ぶデジタルコンテンツ
です。アマナは企画から携わり、Webコンテンツ全般を制作
しました。
専用サイト（スマホのみ）にて、まずは肌チェック。肌を構成する
真皮、表皮、角層のそれぞれに関連する全10問に回答すると、
目の前でパフェができあがっていくユニークな仕掛けです。

75通りの肌パフェを作成
資生堂の研究員監修のもと、皮膚科学に基づいて判定ロジック
を定め、75通りのパフェを作成。パフェはすべてパティシエが
実際に手作りし、アプリ上で360度回転させるため、１つにつき
42コマの回転動画を撮影しました。また、肌組織が生成される
仕組みのアニメーションを表示させ、コラーゲンやエラスチン
など美しい肌に必要な成分を学ぶことができるようにしま
した。個性豊かな肌構造を、美しいビジュアルで直感的に伝え
られるコンテンツになりました。
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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） （2020.12.31現在） （2019.12.31現在）

流動資産 6,884 7,557
固定資産 3,605 4,259

有形固定資産 1,952 2,582
無形固定資産 1,016 935
投資その他の資産 637 741

資産合計 10,490 11,816

（負債の部）

流動負債 8,402 7,101
固定負債 2,890 3,076
負債合計 11,293 10,177

（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 △3,117 △649
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 47 25
非支配株主持分 138 135
純資産合計 △802 1,638
負債・純資産合計 10,490 11,816

（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
（2020.1.1～2020.12.31） （2019.1.1～2019.12.31）

売上高 17,268 23,031
売上原価 10,060 13,452
売上総利益 7,208 9,579
販売費及び一般管理費 8,731 9,482
営業利益 △1,523 97
営業外収益 199 79
営業外費用 155 166
経常利益 △1,478 11
特別利益 9 51
特別損失 869 24
税金等調整前当期純利益 △2,339 39
法人税等合計 115 238
当期純利益 △2,454 △199
非支配株主に帰属する当期純利益 12 24
親会社株主に帰属する当期純利益 △2,467 △223

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2020.1.1～2020.12.31） （2019.1.1～2019.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー △529 403
投資活動によるキャッシュ・フロー △351 △817
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,531 169
現金及び現金同等物の期末残高 1,990 1,341

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

ポイント
前期末に比べ、資産は1,326百万円減少しました。
資産減少の主な要因は、現金及び預金が増加した
一方、受取手形及び売掛金、建物及び構築物が
減少したことによるものです。
前期末に比べ、負債は1,115百万円増加しました。
負債増加の主な要因は、借入金の増加によるものです。
前期末に比べ、純資産は2,441百万円減少しました。
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。

ポイント
売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より、前期比25.0％の減少となりました。
販売費及び一般管理費については、業績進捗を
鑑みた賞与の抑制、ロケーション・ファシリティの
最適化に伴う設備費の抑制、業務委託費や活動諸費
の見直しなど経費削減を推進したことにより、前期
比7.9％の減少となりました。当社及び当社連結子
会社であった会社において判明した不適切な会計
処理に関する調査に係る特別調査費用等を特別
損失に計上したことなどにより、親会社株主に帰属
する当期純損失は2,467百万円となりました。
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株式の状況
（2020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 995,700 20.02%
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 289,800 5.82%
4 株式会社三菱UFJ銀行 100,000 2.01%
5 萬匠憲次 51,000 1.02%
6 アマナ社員持株会 31,750 0.63%
7 株式会社三井住友銀行 30,600 0.61%
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 25,900 0.52%
9 児玉秀明 23,000 0.46%
10 中島敏夫 21,600 0.43%

合計 2,132,650 42.88%
（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 .................................................................................... 21,143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）

五感満足TOPICS

次世代型バーチャル・ライブ・ビジュアルソリューション
「deepLIVE ™（ディープライブ）」

CG空間でリアルよりも深く、伝わるライブ体験を提供する「deep-
LIVE ™」。オンラインが主流になる中、もっと伝わるコミュニケー
ションを、というニーズに応えるために誕生したクリエイティブ
サ ービスです。自由自在な空間の構築やハイクオリティな照明効果
など、アマナの総合力でプレゼンテーションを魅力的に演出します。

また、RedSpy/Reality（レッドスパイ/リアリティ）というシステムを
導入。カメラワークに連動して背景
が動くので、まるで本当にCGの中に
いるように感じられ、没入感がさら
に増します。進化し続ける「deep-
LIVE ™」にご期待ください。

コーポレートデータ
（2021年3月31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
 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 ...................................堀越 欣也
取締役 ...................................築山 　充
取締役 ...................................深尾 義和
取締役 ...................................松原 智樹
社外取締役 ..........................飛松 純一
社外取締役 ..........................彦工 伸治
社外取締役 ..........................平田 静子
常勤監査役 ..........................遠藤 恵子
社外監査役 ..........................⻄井 友佳子
社外監査役 ..........................岩崎 通也

今年は全社大会をdeepLIVE ™で生配信しました。
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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

https://amana.jp/

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




