
平成１９年７月４日 

各 位 

会 社 名  株式会社プロダクション・アイジー 

（URL http://www.production-ig.co.jp ） 

代表者名     代表取締役社長 石 川 光 久 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３７９１） 

問い合わせ先 取締役管理担当 長 谷 川 隆 一 

（TEL：（０４２） ３２９－８２１１） 

  

会 社 名  株式会社マッグガーデン 

（URL  http://www.mag-garden.co.jp ） 

代表者名     代表取締役社長 保 坂 嘉 弘 

（東証マザーズ・コード ３７２０） 

問い合わせ先  管理部長   伊 藤 義 彦 

（TEL：（０３）５２２６－８８２１）  

 

 

持株会社体制への移行に関するお知らせ 

（会社分割、株式交換および商号変更に関するお知らせ） 
 

株式会社プロダクション・アイジー（以下、「プロダクション・アイジー」といいます。）と株式会社

マッグガーデン（以下、「マッグガーデン」といいます。）は、本日開催したそれぞれの取締役会におい

て、会社分割および株式交換を併用する方式により、持株会社体制に移行することを決議し、基本合意書

を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 持株会社体制への移行について 

１．持株会社体制への移行の目的 

アニメーション制作を事業の柱としているプロダクション・アイジーとコミック専門出版社であるマッ

グガーデンは、平成18年11月17日に資本・業務提携に合意し、現在にいたるまで提携関係を進めてまい

りました。その結果、具体的にプロダクション・アイジーが企画・制作に関わっているアニメーション作

品「ウエルベールの物語」「神霊狩 GHOST HOUND」のマッグガーデンが発行するコミック誌「月刊コミック

ブレイド」での連載等、いくつかの成果があがってまいりました。また両社の企業風土も極めて合致し、

友好的な提携関係を構築しております。 

一方、アニメーション・コミックをめぐる市場環境は必ずしも良好とは言えず、アニメーションにおい

てはＤＶＤ販売本数の減少、コミックにおいてはコミック雑誌の販売部数の減少という傾向が顕著であり

ます。このような環境の中、アニメーションとコミックという２つのエンターテイメント・コンテンツを

ビジネスドメインとする両社の経営資源を、今後より一層有効に活用し業績の向上を図っていくためには

更なる密接な関係を築く必要があります。両社の業態は、原作を輩出するコミックというジャンルと、そ

れを映像化するアニメーションというジャンルで、相互に補完関係にある業態であり、統合における相乗

効果は非常に大きいと考えております。 

持株会社（会社名 株式会社ＩＧポート 仮称）は、グループ全体の戦略の立案・発動と、経営管理、

リスクマネージメントを主に行い、傘下のプロダクション・アイジーとマッグガーデン（現在プロダクシ

ョン・アイジーの１００％子会社である株式会社ジーベックも傘下に入ります。）はそれぞれの事業に専念

し、グループ全体の経営効率の向上を図ることを目的として持株会社への移行を行うことにしたものであ

ります。 
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２．持株会社体制への移行方式および商号の変更 

 持株会社体制への移行は、プロダクション・アイジーを分割会社とする分社型新設分割（効力発生日平

成19年11月1日予定）により、プロダクション・アイジーの事業の殆どを新たに設立する会社に承継さ

せることおよびプロダクション・アイジーを完全親会社、マッグガーデンを完全子会社とする株式交換（効

力発生日平成19年12月1日予定、以下本株式交換）により行います。 

 なお、会社分割による新設会社の商号は「株式会社プロダクション・アイジー」とし、会社分割の効力

発生日に現プロダクション・アイジーは商号を「株式会社ＩＧポート（仮称）」に変更いたします。また、

商号につきましては、正式決定次第お知らせいたします。 

３．上場に関する事項 

 現プロダクション・アイジー（会社分割後は株式会社ＩＧポート 仮称）は、株式交換後も引き続きジ

ャスダック証券取引所に上場いたします。 

 マッグガーデンは、株式交換によって現プロダクション・アイジー（会社分割後は株式会社ＩＧポート 

仮称）の100％子会社となるため、平成19年11月27日（火）をもって東京証券取引所において上場廃止

となる予定です。 

 

Ⅱ 会社分割の要旨 

１．新設分割の日程（プロダクション・アイジー） 

株主総会基準日 平成19年５月31日（木） 

分割計画書承認取締役会 平成19年７月13日（金） 

分割計画書承認定時株主総会 平成19年８月23日（木） 

商号変更日                  平成19年11月１日（木） 

分割の効力発生日（新会社設立登記日） 平成19年11月１日（木） 

２．分割方式 

 ブロダクション・アイジーを分割会社とし、新設会社に主たる事業を承継する分社型新設分割方式です。 

３．分割により減少する資本金等 

資本金等の減少は予定しておりません。  

４．新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 プロダクション・アイジーはストックオプションとして新株予約権を発行しておりますが、会社分割に

際して、新株予約権の新設会社へ承継は予定しておりません。 

５．分割による業績の見通し 

 この分割による連結業績への影響は軽微であります。 

６．その他 

 新設会社が承継する権利義務、債務履行の見込み、分割する部門の経営成績、分割する資産、負債の項

目および金額、新設分割会社の状況については、7月13日（金）に開示する予定です。 
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Ⅲ 株式交換の要旨 

１．株式交換の日程 

株式交換契約書承認取締役会（両社） 平成19年７月13日（金） 

株式交換契約書締結（両社） 平成19年７月13日（金） 

臨時株主総会基準日（マッグガーデン） 未定 

株式交換承認臨時株主総会（マッグガーデン） 平成19年10月26日（金） 

株式交換効力発生日 平成19年12月１日（土） 

株券交付日 平成20年1月中旬予定 

（注） 会社法第796条第3項に定める簡易株式交換により、プロダクション・アイジーは株主総会の承

認を得ないで株式交換を行います。 

 

２．株式交換比率 

 

会社名 プロダクション・アイジー マッグガーデン 

株式交換比率 １ 0.5 

（注１）株式の割当比率 

マッグガーデンの株式１株に対してプロダクション・アイジーの株式0.5株を割当て交付します。

ただし、プロダクション・アイジーが保有するマッグガーデン株式2,250株については、株式交換

による株式の割当ては行いません。 

（注２）株式交換により発行する新株式等 

    普通株式   6,394株 

ただし、マッグガーデンが発行している新株予約権、新株引受権の行使により、株数が増加する

場合があります。 

 

３．株式交換比率の算定根拠等 

（１）算定の基礎および経緯 

 本株式交換の株式交換比率については、その公正性を担保するために両社が個別に第三者機関に株式交

換比率の意見を求めることとし、プロダクション・アイジーはみずほインベスターズ証券株式会社（以下、

みずほインベスターズ証券といいます。）に、マッグガーデンはＴＦＰビジネスソリューション株式会社

（以下、「ＴＦＰビジネスソリューション」といいます。）に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼しま

した。 

 みずほインベスターズ証券は、両社の株式について、市場株価方式（プロダクション・アイジーが「平

成19年5月期業績予想の修正に関するお知らせ」を開示した平成19年3月20日の翌営業日から平成19年6月29

日までの期間、マッグガーデンが「平成19年3月期決算短信」を開示した平成19年5月16日の翌営業日から

平成19年6月29日までの期間および平成19年6月25日から平成19年6月29日まで５営業日の両社株式の終値

平均を計算）およびDCF方式（ディスカウントテッド・キャッシュ・フロー方式）による分析を行いました。 

評価方式の選定は、多数の市場関係者による売買に基づいて形成される市場価格は、企業価値に対する

評価がすべて集約されており、かつ、客観性、明瞭性の観点から適当であることから市場株価方式を採用

するとともに、市場株価方式を補完するためにDCF方式も併用して採用することとしたものであります。 

各評価方式によるマッグガーデン１株に対するプロダクション・アイジー株式の割当株数の算定結果は

下表のとおりとなります。 
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評価方式 評価レンジ 

市場株価方式 0.403～0.498 

DCF方式 0.373～0.517 

 

TFPビジネスソリューションは、両社の株式について、市場株価方式、DCF方式（ディスカウンテッド・

キャッシュフロー方式）により株式価値の分析を行いました。なお、市場株価方式における市場株価の測

定にあたり、短期間の株価変動による影響を取り除く観点から、平成19年６月29日までの直近６ヶ月間、

直近３ヶ月間、直近１ヶ月間の平均株価（市場株価終値平均及び出来高加重平均）を採用しました。 

両社の株式には企業の将来性、収益力、財産価値など種々の要素が一体として評価された結果の集成で

ある市場株価が存在し、当該市場株価は企業価値を表す値として極めて客観性が高いことから市場株価方

式を採用するとともに、両社の企業価値の源泉は両社の事業による将来収益から得られるキャッシュフロ

ーに依存するものと考えられることから、短期のみならず長期の企業価値を適切に反映し得るDCF方式を採

用することが適切であると判断しました。 

各評価方式によるマッグガーデン株式１株に対するプロダクション・アイジー株式の割当株数の算定結

果は下表のとおりとなります。 

評価方式 評価レンジ 

市場株価方式 0.410～0.591 

DCF方式 0.433～0.557 

 

 両社は、第三者機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、慎重に検討し協議を重ねた結

果、それぞれ平成19年7月4日に開催した取締役会において決定したものであります。 

（２）算定機関との関係 

 みずほインベスターズ証券およびＴＦＰビジネスソリューションは、プロダクション・アイジーおよび

マッグガーデンの関連当事者に該当しません。 

 

４．株式交換完全子会社の新株予約権および新株引受権に関する取扱い 

平成19年7月13日（金）に開示する予定です。 

 

５．会計処理の概要  

企業結合会計上、「取得」に該当する見込みです。本株式交換によりのれんが発生する予定ですが、当

該のれんの金額および償却年数は現時点では未定であります。 

 

６．株式交換による業績への影響の見通し 

本株式交換による業績に与える影響につきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。
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Ⅳ 分割当事会社および株式交換当事会社の概要 

（会社分割） （分割会社） － 
 

（株式交換） （完全親会社） （完全子会社） 

－ 平成18年11月30日現在（連結） 平成19年3月31日現在（非連結） 

(1) 商  号 
株式会社プロダクション・アイジー

（注） 
株式会社マッグガーデン 

(2) 事業内容 劇場、テレビ、ビデオ、ゲーム用アニ

メーションの制作事業および作品の二

次利用等による版権事業 

コミック誌（雑誌・定期刊行物）コミッ

クス（単行本）およびイラスト集等の関

連書籍等の企画、製造、販売 

(3) 設立年月日 平成2年6月5日 平成13年6月5日 

(4) 本店所在地 東京都国分寺市南町三丁目22番31号 東京都千代田区神田神保町二丁目１番地

(5) 代表者 代表取締役社長 石川 光久 代表取締役社長 保坂 嘉弘 

(6) 資本金 698,400千円 540,971千円 

(7) 発行済株式総数 42,498株 15,039株 

(8) 純資産 3,245,885千円 845,811千円 

(9) 総資産 4,542,811千円 1,859,282千円 

(10) 決算期 5月 3月 

(11) 従業員数 181名 32名 

(12) 主要取引先 ㈱アニプレックス、㈱東北新社 日本出版販売(株)、(株)トーハン 

石川 光久 31.4% 保坂 嘉弘 20.0%

㈱電通 11.7% ㈱プロダクション・アイジー 15.0%

日本テレビ放送網㈱ 11.7% ㈱IMAGICA・ロボットホールディングス 3.5%

佐藤 徹 6.0% ㈱イエローキャブ 3.1%

(13) 大株主及び持株比率

石川みちる 4.5% ㈱アニメイト 2.7%

(14) 主要取引銀行 ㈱みずほ銀行 ㈱みずほ銀行 

資本関係 
プロダクション・アイジーはマッグガーデンの発行済

株式総数の15.0％を保有しております。 

人的関係 
プロダクション・アイジーの取締役１名がマッグガー

デンの監査役を兼務しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

(15) 当事会社の関係 

関連当事者への該当状況 関連当事者に該当しません。 

（注）プロダクション・アイジーの商号は、平成19年11月1日に「株式会社ＩＧポート（仮称）」に変

更する予定です。 
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(16)最近３決算期間の業績 

 プロダクション・アイジー（連結） 

（分割会社、株式交換完全親会社） 

マッグガーデン（非連結） 

（株式交換完全子会社） 

決 算 期 16年5月期 17年5月期 18年5月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 

売上高（千円） 6,136,776 5,676,062 5,439,528 2,361,992 2,448,799 1,845,873

営業損益（千円） 543,835 445,138 404,715 151,776 93,675 ▲87,421

経常損益（千円） 557,704 447,947 425,108 144,830 85,339 ▲100,741

当期純損益（千円） 207,309 282,335 230,909 44,901 24,039 ▲206,998

１株当たり当期純利益（円） 34,323.76 22,386.86 5,864.36 3,517.29 1,879.70 ▲15,315.06

１株当たり配当金（円）  500 500 200 － － －

１株当たり純資産（円）  307,508.01 174,459.25 73.696.78 66,499.33 68,379.03 56,233.87

 

（注１）マッグガーデンは連結財務諸表を作成しておりません。また、主要な子会社並びに関連会社はあ

りません。 

（注２）プロダクション・アイジーは平成17年3月22日付で株式1株につき2株の分割をし、さらに、

平成18年3月1日付で１株につき3株の分割をしております。 

 

Ⅴ 持株会社体制移行後の状況 

株式会社ＩＧポート（仮称）（持株会社、現プロダクション・アイジー） 

（１）商 号 株式会社ＩＧポート（仮称） 

（２）事 業 内 容 グループ全体の経営戦略の策定、経営管理およびＩＲ・広報機能 

（３）本 店 所 在 地 東京都国分寺市南町三丁目22番31号 

（４）代 表 者 代表取締役社長 石川 光久 

（５）資 本 金 698,400千円 

[平成 18 年 11 月 30 日現在の現プロダクション・アイジーの資本金。  

会社分割、株式交換による資本金の増加は予定しておりません。] 

（６）純 資 産 確定次第お知らせいたします。 

（７）総 資 産 確定次第お知らせいたします。 

（８）決 算 期 5月31日 

以上 
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〔別添〕持株会社体制への移行スキームの概念図 

 

① 現状 

 プロダクション・アイジーが

マッグガーデンに１５％出資し

ております。 

 

② 平成19年11月1日 

  プロダクション・アイジーの

会社分割の効力発生日および商

号変更 

  プロダクション・アイジーを

ＩＧポート（仮称）に商号変更

し、プロダクション・アイジー

を新設し事業の殆どを承継しま

す。 
 

③ 平成19年12月1日 

  株式交換の効力発生日 

 ＩＧポート（仮称）を完全親会

社となる会社、マッグガーデンを

完全子会社となる会社とする株式

交換を行います。 

 

 

プロダクション・アイジー 

ジーベック 
（連結子会社） 

100％

マッグガーデン 

15％

ＩＧポート（仮称） 

ジーベック 

100％ 

プロダクショ

ン・アイジー

15％

マッグガーデン

新設

ジーベック 
（連結子会社）

100％ 

プロダクショ

ン・アイジー 
（連結子会社）

100％

マッグガーデン

（連結子会社）

100％

株式交換 

ＩＧポート（仮称） 
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