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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、お客様の「コンテンツパートナー」としての価値の増大に努めて
おります。当期においては「中期経営計画｜後期」をスタートさせ、生産性向上の 
基盤となる仕組み作りや安定的な経営基盤の確立に注力しております。期末配当
につきましては、業績は順調に推移しておりますが無配とさせていただきました。
また、海外連結子会社における不適切な会計処理の問題について、株主の皆様
にはご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。今後は、
収益力や財務体質および内部管理体制の強化に一層努めてまいります。

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。

2018年5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について
“アマニア”は、社名の“amana”と熱狂的なファンを表す 
“mania”からの造語です。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の想いから生まれました。

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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収益力向上期

1人ひとりの生産性向上

労働集約型から知恵集約型へ

VHLInM

一人当たりの事業付加価値を増大させる仕組み作り
マーケットニーズの変化を背景として、アマナグループのクリ
エイティブサービスの多様化に伴い、収益構造も大きく変化
してまいりました。これを受け、成長性と収益性を追求する
観点から、2016年より事業部門の目標設定を売上高から
事業付加価値額（＝売上高－外注原価）へ変更し、収益性を
重視した経営管理の体制VHL※を構築しております。また、IT
を利用した情報の集約を行い、一人ひとりの活動状況の見える
化を目指す中、事業活動の収益性向上を図る基盤の構築を
進めております。
201７年の業績については、稼働人員が減少している中で、
売上高および事業付加価値額は前年並みを確保しております。
提供するクリエイティブサービスの多様化や外部委託先の
変動費化など外注原価の増加要因はあるものの、収益力向上
のための仕組み構築やそれに伴う全社的な意識改革により、
一人当たりの事業付加価値額は、2016年に引き続き前期に
比べ約10％上昇し、着実に一人当たりの生産性向上が図られ
ております。

多彩な外部ネットワークをもつTeam amanaで 
新たな価値創造
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
発信する時代へと事業環境が大きく変化するなか、企業の 

「コンテンツパートナー」として、持続的成長の礎の構築に
努めております。
昨今、お客様のニーズは多様化しており、それに伴いアマナ
グループとしてのクリエイティブサービスも、写真・CG・動画
から、そのビジュアルを活用するウェブ・TVCM・イベントなど
多様化しています。それらの多様なクリエイティブサービスを
効果的に組み合わせることにより、より高い表現力をもったサー 
ビスを提供しております。企業の求めるニーズに応えるだけでは
なく、言葉の裏にある真のニーズを掘り起こし、アマナグループ
がもつ多様な人材やクリエイティブサービスを活用すること
により、高い表現力に裏付けされたソリューションを展開し、
また、アマナグループがもつ多彩な外部ネットワークを活用する
ことにより、より多様化する企業のニーズに応えてまいります。
このように、外部のネットワークも含めたアマナグループの多彩
な表現力を基盤とし、それに加えて、「中期経営計画｜後期」に
おいて、生産性を向上させる仕組みづくりを推進することにより、

「Team amana」としての新たな価値創造に努めてまいります。

「中期経営計画｜後期」の進捗
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時代が大きく
変わっていく中、２０１７年からは、新たに収益性にフォーカス
した「中期経営計画｜後期」をスタートさせております。これに
より、労働集約型から知恵集約型モデルへの転換を図り、一人
ひとりの生産性の向上をめざしております。

「中期経営計画｜後期」の初年度となる２０１７年においては、
クリエイター検索システムの構築・活用を推進し、データベース
化されたクリエイターの情報を活用することで、取引実績や
過去の評価をもとに、適正な外注先を効率的に選定すること
が可能となりました。また、刷新された経営管理の仕組みに
よる収益管理体制の定着が進み、将来の収益見込みの把握
や収益性重視への全社的な意識改革が進んでおります。さら
に、価値ある情報を発信することにより、お客様からの問い
合わせを受けて受注につながるインバウンドマーケティング
の実績も伸長しております。
アマナグループは、「中期経営計画｜後期」を着実に達成していく
中で、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います

アマナグループの成長戦略
Teaｍ amanaで新たな価値創造
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コンテンツの企画制作

ビジュアルの企画制作

contents partner

team amana

※ VHL（Vertical & Horizontal Line Management System) 
  縦軸となるマーケット別営業組織と横軸となるクリエイティブサービス別組織で、事業付加価値額

をKPIとしたPDCAサイクルを回すマネジメント体制



リアルなアマナ・クオリティが伝わる「amana square」
２０１６年１２月、東京・天王洲にリアルなアマナ・クオリティが 
伝わる「amana square」がグランドオープン。ハイエンドな 
アートフォトギャラリー「IMA gallery」、アマナの専属コーヒー 
マイスターが常駐する「IMA cafe」、アマナ・クオリティを体現 
するミーティングスペース「connection lounge」、イベントや 
セミナー、展示会に最適な質感溢れるホール「session hall」 
で構成されています。アマナグループの知見や豊富なネット
ワークを生かし、「amana square」でアマナ・クオリティを五感
で体感してもらうことで、新たなアマナの価値創造を推し進め
てまいります。

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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知識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、見える化することにより、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 creative  
platform）の構築を進めています。その中でも、クリエイター 
検索システムは今後の外注管理の基盤となるもので、適正な 
外注先を効率的に選定することが可能になりました。また、 
2017年からは、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）を組成し、知識集約型
モデルへの転換を目指してまいります。

収益性を見える化するVHLマネジメントの定着
２０１６年に導入された、縦軸となるマーケット別営業組織と
横軸となるクリエイティブサービス別組織の収益管理体制で
あるVHLマネジメントの定着が進み、将来の収益見込みの
把握や収益性重視への全社的な意識改革に大きく寄与して
います。これにより、各事業組織の収益性が見える化された
ことに伴い、収益性の観点から受託案件の選別や各縦軸・
横軸における戦略の明確化が進みました。今後は、縦軸と横軸
のクロスポイント（交点）となる分野でのマーケット創出や、
事業組織のスクラップアンドビルドを推し進めることにより、
収益性を向上させてまいります。

インバウンドマーケティング強化による営業の生産性向上
ウェブサイト「amana.jp」、ブログメディア「visual-shift.jp」
に続き、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）」をローンチ。アマナグループが保有するライフ
スタイル系メディアの「企画力」「編集力」さらには「人脈力」を
結集し、コミュニケーションスペース「amana square」と連動
して時代に即した課題解決のヒントやアイデアなどを提供
します。これらのイベントやセミナーなど、インタラクティブな
ビジュアル体験を提供することで「アマナ価値」を高め、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
ティングを推進し営業の生産性向上を図ります。



かわいくおしゃれに情報発信！
コンテンツ制作のノウハウをフル活用

キャラクターデザインからムービー制作まで！
多くのユーザーに届く話題性のあるコンテンツを企画・制作

楽しみながら知識を得られ、共感できるコンテンツ
「ビタミンC」をおいしく手軽に摂れるハウスウェルネスフーズ
「C1000」。体内で作ることができないビタミンCのチカラを
より多くのユーザーに訴求するため、“見て元気になる”、“やって
みたくなる”をコンセプトに既存のブランドサイトに新たに
追加されたコンテンツを、アマナで企画・制作しています。

惹きつける演出でシェアにつなげる
「C1000探検隊」は、商品を擬人化したパペットが探検を
通じて様々な場面でのビタミンCの摂取を訴求。パペットの
デザインに始まり、ストーリー作りから撮影場所の選定、パペット
操作に撮影まで全てをアマナで行いました。公式インスタグラム
も開設し、話題性があり、共感されて親しみやすい情報を発信
しています。「C1000 QUICK RECIPE」は、アマナグループの
料理通信社がレシピ開発を行い、商品を使って手軽に作れる
レシピを動画で紹介。商品の新しい食べ方やカラフルでポップ
なムービーが好評で、店頭用POPにも展開されるなど拡がり
を見せています。

「C1000」ブランドサイト

アマナの運営力で一致団結
チームで期待に応え、表現の幅が拡がった映像

「横浜・八景島シーパラダイス」の 
プロモーションコンテンツを企画制作

積み重ねた実績で関係構築
アミューズメントパーク「横浜・八景島シーパラダイス」のプロ
モーション用のコンテンツを制作しました。過去の取引実績
において制作物のクオリティーが評価され、今では制作する
コンテンツがCM、グラフィック、Webムービー制作と多岐に
わたっています。それぞれ企画から携わるようになり、表現の
幅が拡がりました。

少数精鋭の体制で活かされるチームワーク
「横浜・八景島シーパラダイス」の様々な魅力を伝える映像
は、巨大立体迷路のスケール感に合わせて、ドローンによる
ダイナミックなカメラワークとアングルでの撮影や、夏の雰囲気
に合わせた超ハイテンションな編集など工夫が光ります。全て
アマナで制作しているためコミュニケーションも取りやすく、
限られた人数でそれぞれが何役もこなすなど、少数精鋭で
制作しています。

｢巨大立体迷路 デッ海｣ 
 誕生！

シーパラ史上、 
最高傑作サマー篇
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長く心に残る映像を
「人と人のつながり」を未来に伝える映像制作

墨田区が築いてきた歴史や文化を未来に伝える 
ドキュメンタリー映像を企画・制作

人々の眼差しを通して街の魅力を伝える
区制施行７０周年を記念した墨田区のシティプロモーション
映像をアマナで制作しました。地方創生促進を専門とする
スタッフの知見を活かし、観光資源である建物や歴史の紹介
ではなく人にクローズアップすることで、人々の日々の暮らしを
通じて街の魅力を表現しました。アマナグループの経験値や
幅広い人脈を駆使して撮影されたドキュメンタリースタイルの
映像は、需要が増加しており、さらなる拡がりが期待されます。

時間をかけて関係を築き、一瞬の表情をとらえる
映像に登場するのは、撮影に慣れていない一般の人々。半年
にわたる撮影を通して何度も出演者に会いに行き、時間をかけ
てコミュニケーションをとり人間関係を構築。ミニマムな撮影
体制で自然な会話の流れで撮影することにより、演技でも演出
でもない素の表情を引き出すことができました。取材を重ねて
偶然出会った人々が快く出演を引き受けてくれる温かい土地
柄が反映された、墨田区の魅力である「人と人との距離感」が
伝わる心に響く映像となりました。

区制施行７０周年記念映像
「人と人とのつながりを未来へ【This is the Sumida】」

ユーザーの体験をデザインする 
VRで楽しく1分で完結するアルバイト

アルバイトのポジティブなイメージが伝わる 
「未来バイト」の企画からコンテンツ制作まで

ゲーム感覚で新しい未来のアルバイト体験
アルバイト求人情報サービス「LINEバイト」が開催したVR
を使った体験イベント「未来バイト」の企画・ディレクション
と、VRコンテンツを制作。LINEを使って気軽にアルバイト
を始められるエントリー方法が特徴である「LINEバイト」の
認知度向上の施策として、エントリーの気軽さとアルバイトの
楽しさを感じることができる体験をデザインしました。

VR×発電バイクで疾走感あふれる360度映像
「未来バイト」ではVRゴーグルを装着し、わたあめが作られて
いく映像を観ながらバイクを漕いで発電、そのエネルギーで
作ったわたあめをもらえます。ペダルを漕ぐスピードはゴーグル
に流れるVR映像とリンクしており、リアルな没入感を味わえ
ます。3日間で1,300人もの参加者が体験しSNSでも拡散
されるなど、多くのポジティブな体験を生み出したイベントと
なりました。

「未来バイト by LINEバイト」イベントの様子



パッケージとアート集団のコラボ 
4人で描くデザインの制作過程を見せる映像

デザインが次から次へと変化
描くスタイルを活かした撮影技法で制作

描き下ろしデザインの制作過程を映像化
ジャパンフリトレーのお菓子「ドリトス」とアート集団「輪派
絵師団（りんぱえしだん）」のコラボレーションをアマナがプロ
デュース。描いた絵を消して上からまた描いていくという、制作
過程を見せる手法のモーションペイントが得意な「輪派絵師
団」の特徴的なスタイルでパッケージが描かれる様子を動画
で撮影し、商品の発売と同時に公開しました。

撮影技法と演出で現場の臨場感を伝える
四方に分かれて同時進行で制作した4枚の絵を、一つのパッ 
ケージデザインにするまでの一連の流れを、アマナが持つ
360度撮影の技術を用いて撮影。タイムラプス撮影※や動画を
織り交ぜて映像に緩急をつけ、映像途中で飽きることがない
よう見せ方を工夫し、企画内容と表現する技法がうまくマッチ
した映像制作となりました。
※連続撮影した写真をつなぎ合わせて編集し、1つの動画にする手法

Doritos × 輪派絵師団 コラボ 360°ムービー

街で音楽を楽しむ体験 
ターゲットの日常にタッチポイントを作る

カフェとのコラボ企画でワイヤレスヘッドホンを使って 
楽しめるコンテンツ提供

ワイヤレスヘッドホンを持つ喜びと聴く喜びを届ける
オーディオテクニカの「ワイヤレスで音楽を楽しむこと」を推進
する体験型プロジェクト「Wireless Journey Projects」を
アマナが手がけました。体験できる場所として最初に選んだ
のは、街のカフェ。店内にワイヤレスヘッドホンの体験ブースを
設置し、カフェに訪れたお客様に、ワイヤレスの自由な環境で
音楽を楽しめるコンテンツを提供しました。

店舗ごとに違う細やかな工夫を実現させる体制
約２ヶ月の間に4つのカフェで展開された今回のプロジェクト。
店舗ごとにコンテンツの内容が異なり、複数コンテンツの
企画と準備のスピード感が重要でした。プロモーション全体
のプランニングや、カフェで展開するコンテンツのディテール
を企画できる、アマナの人材が活かされ、企画立案と準備を
少人数で効率的に進められたことで、短期間での開催が可能
となりました。

「Wireless Journey Projects」プロジェクトムービー



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） （2017.12.31現在） （2016.12.31現在）

流動資産 8,056 7,857
固定資産 3,851 4,081

有形固定資産 2,173 2,095
無形固定資産 1,116 1,342
投資その他の資産 561 642

資産合計 11,907 11,938

（負債の部）

流動負債 7,709 7,212
固定負債 2,417 3,354
負債合計 10,126 10,567

（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 △447 △838
自己株式 △304 △304
その他の包括利益累計額 14 △22
少数株主持分 86 104
純資産合計 1,781 1,371
負債・純資産合計 11,907 11,938

（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
（2017.1.1～2017.12.31） （2016.1.1～2016.12.31）

売上高 21,752 21,498
売上原価 13,173 13,275
売上総利益 8,578 8,222
販売費及び一般管理費 7,804 7,837
営業利益 774 385
営業外収益 35 48
営業外費用 231 239
経常利益 578 193
特別利益 98 145
特別損失 125 214
税金等調整前当期純利益 552 124
法人税等合計 135 126
当期純利益 417 △2
非支配株主に帰属する当期純利益 25 28
親会社株主に帰属する当期純利益 391 △31

連結＞要約キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当期 前期
（2017.1.1～2017.12.31） （2016.1.1～2016.12.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,330 1,684
投資活動によるキャッシュ・フロー △414 △351
財務活動によるキャッシュ・フロー △696 △1,537
現金及び現金同等物の期末残高 1,563 1,342

（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

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。 

67.6%

32.3%

64.7%
(32.3%)

20.2%
(17.6%)

14.9%

ポイント
前期に比べ資産は30百万円、負債は440百万円
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、前期に比べ409百万円増加しました。
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、コンテンツの企画制作及びビジュアル
の企画制作の受託制作が堅調に推移し、前期比
1.2％の増加となりました。売上原価については、
提供するクリエイティブサービスの多様化に伴い
外注原価が増加、販売費及び一般管理費について
は、人員を適正化したことにより人件費、業務委託
費を中心に減少しました。
営業利益、経常利益、親会社に帰属する当期純利益
はいずれも前期を上回りました。

売上高の推移（単位：百万円）

2015.12

2017.12 21,752

21,498

19,678

2016.12
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写真って面白い！

光の軌跡によって描かれた文字が印象的なビジュアル
UCC「BLACK無糖」のビジュアル制作

ブラック無糖缶コーヒーの代表ブランド、UCC上島珈琲｢UCC 
BLACK無糖｣のビジュアル制作をアマナが行いました。光の軌跡
は、躍動感のある線を表現するため実写で撮影。パネルをロゴの文字

（B、L、A、C、K）の形に切り抜き、アクリル氷を取り付けたペンライト
を文字の形にそって動かし、長時間露光によって撮影しています。
アクリル氷がプリズムの役割を果たしており、ペンライトの光が何本
にも分散し、より複雑な光の軌跡を作り出しています。経験を積み
あらゆる撮影手法を習得したベテランフォトグラファーの撮影技術が
光るビジュアルとなりました。

株式の状況
（2017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 1,197,700 24.08%
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 株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000 2.01%

5 日本トラスティ・サービス信託銀行 
株式会社（信託口） 78,100 1.57%

6 株式会社みずほ銀行 60,000 1.20%
7 萬匠憲次 51,000 1.02%
8 株式会社三井住友銀行 50,000 1.00%
9 株式会社アマナ役員持株会（紫会） 49,800 1.00%
10 児玉秀明 36,300 0.72%

合計 2,306,200 46.37%
（注） 1. 当社は、自己株式（435,217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. 構成比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。 
 4. 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

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 .................................................................................... 16,848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）

0.0%
0.4%

0.0%
0.1%

0.0%
0.6%5.7%

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%80.3%

13.2%

コーポレートデータ
（2018年5月28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..........http://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
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 ..........................⻄井 友佳子



©
Ju

di
ta

/E
ye

Em
/a

m
an

ai
m

ag
es

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

http://amana.jp/
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