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株式会社円谷エンタープライズの第三者割当増資引受（子会社化）及び 

株式会社円谷プロダクションの孫会社化決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年９月 12 日付「株式会社円谷エンタープライズの第三者割当増資引受（子会社化）

及び株式会社円谷プロダクションの孫会社化に関する基本方針決定のお知らせ」にて発表した件につ

きまして、平成 19 年 10 月 16 日開催の株式会社円谷エンタープライズ（以下「円谷エンタープライ

ズ」という。）臨時株主総会において、同社の第三者割当増資の件が承認され、また同日開催の当社

取締役会において同社の株式の 80.0％を上記第三者割当増資引受により取得（子会社化）することを

決議いたしました。また、平成 19 年 10 月 18 日付で、円谷エンタープライズを経由して同社子会社

である株式会社円谷プロダクション（以下「円谷プロ」という。）の株式の 68.0％を取得（孫会社化）

することを決議し、これに伴い前回未定となっておりました円谷プロの株式の取得価額及び取得価額

の総額が確定しましたので、下記の通りお知らせいたします。（当該確定箇所には下線を付しており

ます。） 

 

記 
 
 

１． 取得の理由等 

当社グループの中期的な経営戦略である「マルチブランド戦略」（当社を事業持株会社とし

た多数の優秀なコンテンツ制作会社をグループ化する戦略）の一環として、「ウルトラマンシ

リーズ」等の商品化等を行う円谷エンタープライズを子会社化、及び同シリーズ原著作権を保

有する円谷プロを孫会社化することを決議いたしました。 

円谷エンタープライズの子会社化及び円谷プロの孫会社化の流れとしましては、本日開催の

円谷エンタープライズ臨時株主総会での承認を受け、平成 19 年 10 月 17 日に同社の第三者割

当増資を引受け、同社株式の 80.0％を取得（子会社化）いたします。 

また、同社は既に保有していた同社子会社である円谷プロ株式の 45.5％に加え、平成 19 年

10 月 18 日付で、円谷プロ株式の 22.5％を追加取得するため、同社は円谷プロ株式の 68.0％

を保有いたします。その結果、当社は円谷プロ株式の 54.4％を間接保有（孫会社化）いたし

ます。当該増資引受及び株式取得のスキーム図は下記のとおりです。 
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【増資引受及び株式取得のスキーム図】 

 
親会社 
子会社 
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なお経営再建の一環として、本日開催の円谷エンタープライズ臨時株主総会において、当社

取締役及び当社子会社取締役５名が円谷エンタープライズの取締役に選任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

役職名 氏名 

当社代表取締役社長兼グループ最高経営責任者 吉田 博昭 

当社取締役 グループ執行役員 エンタテインメント事業担当 植木 英則  

当社取締役 グループ執行役員 財務戦略担当 守田 尊詞 

当社取締役 グループ執行役員 経営戦略担当 上窪 弘晃 

株式会社ビルドアップ（当社子会社）代表取締役 岡部 淳也 
 

 

また、平成 19 年 10 月 18 日開催予定の円谷プロ臨時株主総会において、同５名が円谷プロ

取締役に選任される予定であります。 

 

2 



２．異動する子会社（円谷エンタープライズ）及び孫会社（円谷プロダクション）の概要 

 Ⅰ 円谷エンタープライズ 

(1) 商号   株式会社円谷エンタープライズ 

(2) 代表者   代表取締役 円谷 一夫 

              ※なお、同氏は本日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任し、森

島恒行氏が新たに代表取締役に選任されました。 

(3) 本店所在地  東京都港区虎ノ門 5-13-1 

(4) 設立年月日  昭和 43 年４月 

(5) 主な事業内容  商品化権、版権の提供 

(6) 事業年度の末日  ９月末 

(7) 従業員数   ３名  

(8) 資本金の額       10,000 千円 

(9) 発行済株式総数     20,000 株 

(10) 大株主構成および所有割合 円谷 一夫 16,066 株（80.3％） 

(11) 最近事業年度における業績の動向            （単位：千円） 

  
 平成 17 年９月期 平成 18 年９月期 

売上高 280,585 305,060 

売上総利益 120,669 126,193 

営業利益 31,772 48,333 

経常利益 32,063 49,523 

当期利益 17,770 25,237 

総資産 383,898 395,397 

純資産 259,894 283,131 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅱ 円谷プロ 

  (1) 商号          株式会社円谷プロダクション 

 (2) 代表者         代表取締役 円谷 一夫 

               ※なお、同氏は平成 19 年 10 月 18 日開催予定の臨時株主総会終結

の時をもって辞任し、森島恒行氏が新たに代表取締役に選任され

る予定であります。 

  (3) 本店所在地       東京都世田谷区八幡山 1-10-1 

  (4) 設立年月日       昭和 38 年４月 

  (5) 主な事業内容      映画製作、怪獣貸出、商品化権・版権の提供 

  (6) 事業年度の末日     ２月末 

  (7) 従業員数        87 名 

   (8) 資本金の額       10,000 千円  

    (9) 発行済株式総数     20,000 株 

    (10) 大株主構成および所有割合 株式会社円谷エンタープライズ   9,100 株（45.5％） 

                  円谷 一夫           5,100 株（25.5％） 

                  東宝株式会社          3,800 株（19.0％）  
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  (11) 最近事業年度における業績の動向            （単位：千円） 

 

  

   

     

 平成 18 年２月期 平成 19 年２月期 

売上高 5,115,350 5,588,846 

売上総利益 1,411,196 1,495,947 

営業利益 200,848 68,561 

経常利益 147,036 37,074 

当期利益 93,255 43,670 

総資産 5,176,493 5,208,962 

純資産 811,764 851,435 

 

 

 

 

 

 

３．第三者割当増資引受及び株式取得の概要 

 Ⅰ 円谷エンタープライズ（当社の第三者割当増資引受） 

（1）引受株式数   80,000 株  

（2）引受価額    １株につき 1,000 円 

（3）引受総額    80 百万円 

（4）払込期日    平成 19 年 10 月 17 日 

（5）引受後の発行済株式総数    100,000 株 

 

 Ⅱ 円谷プロ（円谷エンタープライズによる株式取得） 

（1）譲渡人     円谷 一夫 

（2）当社との関係  円谷エンタープライズは当社の子会社となることが決定しており、 

円谷一夫氏は、同社の取締役です。 

※本日開催の円谷エンタープライズの臨時株主総会において、当社を割当先と

した第三者割当増資発行の決議がなされたため、円谷エンタープライズは当

社の子会社となります。また同総会において、円谷一夫氏は円谷エンタープ

ライズの取締役に選任されました。 

（3）取得株式数    4,500 株 

（4）取得価額     １株につき 10,000 円

（5）取得価額の総額  45 百万円

（6）取得日      平成 19 年 10 月 18 日 

（7）取得後の株式数  13,600 株 
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４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

 Ⅰ 円谷エンタープライズ（当社の第三者割当増資引受による株式取得） 

（1）異動前の所有株式数     0 株（所有割合 0.0％） 

（2）取 得 株 式 数   80,000 株（取得価額 80 百万円） 

（3）異動後の所有株式数   80,000 株（所有割合 80.0％） 

 

 Ⅱ 円谷プロ（円谷エンタープライズによる株式取得） 

（1）異動前の所有株式数  9,100 株（所有割合 45.5％） 

（2）取 得 株 式 数  4,500 株（取得価額 45 百万円） 

（3）異動後の所有株式数 13,600 株（所有割合 68.0％） 

 

 ５．日程 

平成 19 年 10 月 16 日          円谷エンタープライズ 臨時株主総会                                      

当社 第三者割当増資引受に関する取締役会決議 

平成 19 年 10 月 17 日          円谷エンタープライズ 第三者割当増資払込期日/株券引渡期日  

平成 19 年 10 月 18 日      円谷プロ 臨時株主総会 

             円谷エンタープライズ 円谷プロ株式の取得/株式引渡期日 

 

６．今後の見通し 

 円谷エンタープライズは当社の連結子会社に、円谷プロは当社の連結孫会社になります。 

なお、円谷エンタープライズの子会社化及び円谷プロの孫会社化が、平成 20 年７月期の当社

連結業績に与える影響につきましては、平成 19 年 10 月 16 日の円谷エンタープライズ臨時株主

総会で承認された段階で発表予定でありましたが、現在精査中であり、確定次第速やかに発表い

たします。 

 

 

 

 

以上 
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