
- 1 - 

2010 年 9 月 8 日 

株式会社アイ・エム・ジェイ 

東京都目黒区青葉台 3-6-28 

代表取締役社長 廣田 武仁 

大証 ヘラクレス ( 4305 ) 

 

 

 

 

ブロードバンド映像サービス事業の会社分割（簡易新設分割）による 

子会社の設立に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社のブロードバンド映像サービス事業を会社分割（新設分割）

し、新設する株式会社 IMJ BB（以下、「IMJ BB」という。）に承継することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

なお、本件分割は、当社単独の新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

記 

1. 会社分割（新設分割）の背景・目的 

国内 IPTV サービス市場は、2008 年時点で 141 億円であり、2009 年から 2013 年までの 5 年間で年

平均 44%の大幅成長が見込まれ、2013 年には 877 億円へ拡大することが予測されております（※）。 

本件分割の目的は、急速な市場成長が見込まれる IPTV をはじめとするブロードバンド映像サービス

市場において、当社グループの事業基盤を早期に確立すべく、意思決定スピードの迅速化、経営資源

配分の最適化、IMJ BB ブランドの確立を図ることです。 

分割事業部門である当社 Broad Band 事業本部は、ブロードバンドの浸透に伴うコンテンツのリッチ化

（音声、画像、動画などを活用したコンテンツ）を予見し、黎明期であった 2000 年にリッチコンテンツの

制作受託事業を立ち上げたことを発祥としており、当初より映像配信に特化し、PC、モバイルに加え、

STB（セットトップボックス）、IPTV、デジタルサイネージ（電子看板）等、デバイスやプラットフォームの多

様化を視野に入れ、業容を拡大してまいりました。 

主な実績としては、「TSUTAYA TV」、「KDDI LISMO Video Store」、「LEONET（レオパレス 21 賃貸ア

パート専用のブロードバンドサービス）」、「『ダンロップフェニックストーナメント』のライブ配信および

VOD（ビデオ・オン・デマンド）配信」などがあり、映像配信に関する各種ソリューションを提供しておりま

す。特に、映像配信業務に関わるコンサルティングおよび運用、UI（ユーザーインターフェース）開発、

STB 等各種ハードウェアの開発支援などに豊富な知見と実績を持っております。 

なお、当社Broad Band事業本部は、少数の人材で組織を構成しており、その専門性と機動性により、

高い収益性と生産性を維持しております。本件分割により、人員体制を拡充することで、高い収益性と

生産性を維持しつつ、組織としての成長、プレゼンスの強化を目指してまいります。 

 

（※） 出展：IDC Japan プレスリリース「国内 IPTV サービス市場規模予測を発表」2009 年 11 月 

 

2. 会社分割（新設分割）の要旨 

(1) 分割の日程 

分割計画書承認取締役会  2010 年 9 月 8 日 

分割予定日（効力発生日）  2010 年 10 月 1 日（予定） 

 

(2) 分割方式 

 当社を分割会社とし、新設する IMJ BB を承継会社とする分社型新設分割です。 

 なお、本件分割は、会社法第 805 条に定める簡易新設分割に該当するため、株主総会によ

る新設分割計画の承認を得ることなく行います。 
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(3) 分割に係る割当ての内容等 

 本件分割に際し、IMJ BB の発行する株式（1,600 株）は、全て分割会社である当社に割当交

付されます。 

 

(4) 分割により減少する資本金等 

 本分割により減少する資本金等はございません。 

 

(5) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 当社は、新株予約権を発行しておりますが、その取扱いについて本分割による変更はござ

いません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(6) 新設会社が承継する権利義務 

 IMJ BB は、当社が本件分割事業に関連して有する資産、債務、契約（雇用契約を含む）そ

の他の権利義務を分割計画書に定める範囲において承継します。 

 なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法によるものとします。 

 

(7) 債務不履行の見込み 

 本件分割後の承継会社である IMJ BB 及び分割会社である当社の負担すべき債務につきま

しては、履行期における履行の確実性について問題がないものと判断しております。 

 

3. 分割当事会社の概要 

(1) 商号 
株式会社アイ・エム・ジェイ 

（分割会社：2010 年 6 月 30 日現在） 

株式会社 IMJ BB 

（承継会社：2010 年 10 月 1 日予定） 

(2) 主な事業内容 デジタルマーケティング事業 ブロードバンド映像サービス事業 

(3) 設立年月日 1996 年 7 月 4 日 2010 年 10 月 1 日（予定） 

(4) 本店所在地 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 28 号 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 28 号 

(5) 代表者 
代表取締役社長 廣田武仁 代表取締役会長 廣田武仁 

代表取締役社長 福崎伸也 

(6) 資本金 4,310 百万円 9,900 千円 

(7) 発行済株式総数 183,140 株 1,600 株 

(8) 総資産 9,598 百万円（連結） 147 百万円（予定） 

(9) 純資産 6,913 百万円（連結） 80 百万円（予定） 

(10) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 連結 819 名 単体 355 名 6 名（予定） 

(12) 大株主及び 

持株比率 

（2010 年 3 月 31 日現在）
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日高秀敏 

31.48%

28.57%

3.67%

3.01%

1.36%

0.91%

0.82%

0.73%

0.62%

0.57%

㈱アイ・エム・ジェイ 100.00%

上記以外に当社保有の自己株式（3.19%）

がございます。 

(13) 主要取引先 
ソニースタイル・ジャパン㈱ 

㈱博報堂 

㈱アイ・エム・ジェイ 
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KDDI㈱ 

楽天㈱ 他 

(14) 主要取引銀行 
㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

 

（15）最近 3 年間の連結業績       （単位：百万円） 

 株式会社アイ・エム・ジェイ 

決算期 
2008 年 3 月期 

（変則 6 ヶ月決算） 
2009 年 3 月期 2010 年 3 月期 

売上高 9,992 18,666 15,615

営業利益 215 272 96

経常利益 231 280 134

当期純利益 △825 △547 △124

1 株当たり当期純利益（円） △4,554.28 △3,017.96 △703.65

1 株当たり配当金（円） ― ― ―

1 株当たり純資産（円） 42,228.23 39,160.25 38,826.43

（注） 2008 年 3 月期は、決算期変更のため、変則 6 ヶ月決算となっております。 

 

4. 分割する事業の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

ブロードバンド映像サービス（IPTV など）事業 

 

(2) 分割する部門の経営成績（2010 年 3 月期） 

 分割事業部門（a） 当社単体（b） 比率（a/b） 

売上高 445 百万円 7,310 百万円 6.10%

 

(3) 分割する資産、負債の項目および金額（2010 年 6 月 30 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 93 百万円 流動負債 45 百万円

固定資産 54 百万円 固定負債 22 百万円

合計 147 百万円 合計 67 百万円

（注） 承継会社が分割会社から承継する資産、負債の項目および金額は、2010 年 6 月 30 日現在の貸借対照表上の数

値を基準としており、実際の承継する金額はこれと異なる可能性があります。 

 

5. 分割後の当社の状況 

分割会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期については、本件分割による変

更はございません。 

 

6. 業績に与える影響 

本件分割は、当社の 100%子会社の新設であり、かつ当社の既存事業の一部を承継するものであるこ

とから、当社連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。 

その他、当社連結業績に影響があると判断した事項につきまして、明らかになり次第お知らせいたし

ます。 

 

以上 

株式会社 アイ・エム・ジェイ 
取締役 執行役員 CFO 堀口雄二 

TEL：03-6415-4257   e-mail：irpr@imjp.co.jp 


