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Message from the Management
株主の皆様へ
－corporate mission－

ビジュアル・コミュニケーションで
世界を豊かにする。

アマナグループの経営理念

私たちアマナグループは“人が中心”と考え

日々、
表現への“こだわり”を切磋琢磨し、
そこから生み出された“役に立つ創造力”で
社会のビジュアル・コミュニケーション活動に
貢献します。
―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。
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://amana.jp/

平素は格別のご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。

体制を整えました。
さらに営業人員の採用・育成に戦
略的に取り組み、
「2015年営業100名増員」
を進める

アマナグループが事業を展開するビジュアル・コミュ

一方、
制作プロセス合理化のデジタルプラットフォー

ニケーションマーケットにおいては、
デジタル技術

ム
（acp: amana creative platform）
開発を加速さ

革新によるメディアの変化、価値観の多様化による

せ、
計画達成に向けた基盤の構築を推進しています。

広告の変化が、
マーケットを大きく変えようとして
います。
このような環境の中で持続的な成長を遂げ

デジタル技術革新が加速し、
ビジュアル大量消費

るため、
アマナグループは、常に新しいビジュアル・

へと時代が進む中、多様性・創造性を追求しながら

コミュニケーションを提案し社会に貢献することを

効率的にビジュアルを制作するシステムをお客様と

コーポレートミッションとして掲げました。

共有する環境の提供、
ビジュアル有効活用のノウハ
ウの提供が今後の成長につながると考えています。

2月公表の
「中期経営計画 amana transformation

常に新しいビジュアル・コミュニケーションを提案

2015」
では、
ビジュアル・コミュニケーションを進

し、
企業価値向上に努め、
社会に貢献してまいります。

化させ、世界を豊かにするために、全社員が自らの
発想と行動を変革することを明確化し、2つの基本

株主の皆様におかれましては、
今後ともなお一層の

方針と３つの戦略の柱を策定しました。

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

中期経営計画のスタートとなる上半期においては、
次世代型営業体制へと変革するため、
中核会社アマ
ナに営業リソースを集約し企画・プロデュースの強化
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Topic 1

Topic 2

次世代型ビジュアル・ソリューション 1

次世代型ビジュアル・ソリューション 2

amana creative platformが

スマートデバイスが

acp

クリエイティブワークフローを合理化する

電子カタログ

企業のコミュニケーションを変える

アマナグループは、次世代型ビジュアル・ソリュー

メディア・デバイスの多様化が企業のコミュニケー

ションのための商材開発に取り組んでいます。現在

ションを変化させ、
ビジュアル・コミュニケーション

開発中の制作プロセス合理化のデジタルプラット

マーケットは多様化と大量消費の時代を迎えていま

フォームacpは、
クラウドを活用したクリエイティブ

す。
スマートデバイスの普及でビジュアル重視が進む

ワークの高度化・高速化を図るシステムです。

なか、
新たなビジュアル・ソリューションとして期待さ

• 高速ファイル転送サービス
（10倍以上のスピード）

れる電子カタログ。
豊富なビジュアルでブランドや商

• 3DCG制作分業化ツール

品・サービスを説明するプロモーションツールで、
直

• 3DCGシミュレーションツール

感的なタッチ操作でストレスを感じず、表現力豊か

など、
お客様と制作環境を共有するサービスを順次

なビジュアルがよりリアルな商品イメージを実現。

リリースしました。

さらに、訴求効果の高い企業ブランドや商品・サー

さらに、商品画像、
ロゴ、
マーケティング資料など企

ビスのイメージ体験を購買行動につなげる、企画

業保有のコンテンツを簡単な操作で管理、共有で

から販売まで企画力と技術力を駆使する次世代型

きる“shelf”を7月にリリース。営業、販促に活用で

のソリューションサービスです。

きる電子カタログやアプリ制作など、外部サービス
との連携を強化することによってコンテンツの有効
活用を実現するコンテンツ管理サービスです。

書籍「VISUAL SHIFT」
を協力編集

スマートデバイス社会の到来によって、
企業のコミュ

acp開発を促進し、制作環境を提供することによっ

ニケーションシーンで重要性を増すビジュアル。
ビジュ

て、次世代型ビジュアル・ソリューションを実現し、

アルを活用した電子カタログ活用事例とマーケットの

マーケットの拡大を推進してまいります。

将来像を展望する書籍の全面協力編集を行いました。

Topic 3

Topic 4

ポリゴン・ピクチュアズ

IMA（イマ）

デイタイム・エミー賞最優秀賞を2年連続受賞

“LIVING WITH PHOTOGRAPHY”

共同出資で国内アニメーション製作開始

Star Wars: The Clone Wars
ⓒ Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』
『トランスフォーマー プライム』

LIVING WITH PHOTOGRAPHY）
というコン
セプトのもと、IMAメディアプロジェクトをスタート

TVシリーズ2作品が、第40回デイタイム・エミー賞

させました。

のアニメーション特別番組部門で最優秀賞を含む

雑誌・ウェブサイト・イベントを複合的に組み合わ

5冠を達成。

せて写真をめぐるさまざまな楽しみを提供し、写真

昨年の『トランスフォーマー プライム』に続き、
『ス

の“IMA
（今）
”を共有します。

のアカデミー賞として知られるエミー賞の主要部
門であるアニメーション特別番組部門で最優秀賞
を受賞しました。
『シドニアの騎士』
（原作：弐瓶勉著、講談社刊）

人気コミック
「シドニアの騎士」
をキングレコード、
講談社と共同出資での製作を発表。
ポリゴン・ピク

チュアズ設立30周年記念作品として、海外で高い
評価を得た制作技術と日本の伝統的な映像手法
を組み合わせた、
新たなアニメーション作品の開発
を開始しました。
ⓒ 弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局

アマナグループは、写真のある豊かな暮らし（＝

ポリゴン・ピクチュアズが手掛けた、長編フルCG・

ター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』
も、
テレビ業界

ⓒ 2013 Hub Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

写真のある豊かな暮らしを提案

写真の楽しさに触れる、味わうセミナーやイベント

企業や著名な写真家と組んで、
多様な観点から写真
の楽しさに触れるセミナーやイベントを企画・開催。
写真を読んで楽しむ写真カルチャー雑誌『IMA』

写真界の巨匠から現代の若手写真家まで、世界中
のアート写真をわかりやすく紹介する季刊誌。
写真展・写真集の総合検索サイト
『IMA ONLINE

（イマオンライン）』
（http://imaonline.jp/）

国内の写真展、新刊写真集、
コンテスト、セミナー

などの最新情報を検索。

Information
株主メモ
事業年度
定時株主総会
基準日

単元株式数
証券コード
株主名簿管理人
同事務取扱場所
（郵便物送付先）
（電話照会先）

1月1日から12月31日まで
毎年3月下旬開催
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は、6月30日
100株
2402
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137-8081）
0120-232-711

【株式事務に関するお問い合わせ先】

株主様の各種お手続き
（住所変更、
名義変更、
配当金受取方法の指定、
単元未満株式の買取・買増請求等）
の窓口
については、
ご所有の株式が記録されている口座によって異なりますので、
ご留意ください。
証券会社に口座を
開設されている株主様

お取引口座のある証券会社にお問い合わせください。
当社の特別口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社の証券代行部に
お問い合わせください。

特別口座*に
記録されている株主様

特別口座管理機関
（郵便物送付先）
（電話照会先）

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
東京都杉並区和泉二丁目8番4号（〒168-8507）
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-288-324

*	株券電子化実施（2009年1月5日）
において、
「ほふり」
（株式会社証券保管振替機構）
をご利用でない株主様の
権利を確保するために、
当社が当該株主様の名義で開設した口座です。

株式会社アマナホールディングス
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43
IRに関するお問合せ先： IR担当
Tel: 03-3740-3500
e-mail: ir@amana.jp
ホームページ: http://amana.jp/
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