
 

 

2007年 5月 22日 

 
各  位 

 
会 社 名  株式会社ジュピターテレコム 

                                         代表者名  代表取締役社長 森 泉 知 行 

    （JASDAQ・コード ４８１7） 

                                           問合せ先       I R 部 長    小 林 孔 次 

                              電 話          03-6765-8157 

 

合併に関するお知らせ 

 
 2007年 5月 22日開催の当社取締役会において、当社は 2007年 9月 1日(予定)を目処に、

下記のとおり株式会社ジュピターTV の新設分割により設立される株式会社ジュピターTV(以

下「新ジュピターTV」という)と合併することを決定いたしましたので、お知らせします。 

 
記 

 
１． 合併の目的 

 
 当社は国内最大手のケーブルテレビ局統括運営会社であり、札幌、関東、関西、九州エ

リアの 23社 41局を通じて約 267万世帯(2007年 4月末現在)の顧客にケーブルテレビ、高

速インターネット接続、電話、移動体通信の 4サービスを提供しております。 

 株式会社ジュピターTVは国内最大手の番組事業統括会社で、様々な専門チャンネル会社

への出資を通じて、17チャンネルの制作・運営等を行い、ケーブルテレビ事業者及び衛星

放送事業者等に番組を供給しています。現在、当社は同社より 17チャンネルの番組供給を

受け、当社グループのネットワークを通じてそれらのチャンネルをケーブルテレビサービ

ス加入世帯に提供しています。2007年 7月 2日(予定)を目処に新設分割により設立される

新ジュピターTV は、上記 17 チャンネルのうち 16 チャンネルを承継し、これらのチャン

ネルをケーブルテレビ事業者及び衛星放送事業者等に供給することになります。 

 ケーブルテレビ事業者である当社と、番組供給事業者である新ジュピターTVとの合併に

より、有料多チャンネル放送市場における番組の制作・供給事業から顧客への番組配信事

業まで一貫したサービスの提供が実現することになります。これにより当社は、当社の資
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金力、顧客基盤、番組に関する顧客ニーズを直接把握することができる営業体制等の経営

資源を最大限に活用し、より質の高い魅力的な番組の制作・編成及び配信事業を展開する

ことで、当社グループのケーブルテレビサービス加入世帯の更なる増加を図るとともに、

同サービスの一層の強化・差別化を目指します。同時に、当社グループ外のケーブルテレ

ビ事業者及び衛星放送事業者等に対する番組供給事業の拡大を積極的に推進します。 

 さらに、番組の質の向上を梃子にした有料多チャンネル放送市場全体の活性化を図るこ

とにより、当社グループのケーブルテレビ事業及び番組供給事業を拡大し、当社グループ

の企業価値を高めることを目的といたします。 

 

２．合併の要旨 

 
（1） 合併の日程 

合併に関する基本契約書承認取締役会 2007年 5月 22日(火)   

合併に関する基本契約書締結 2007年 5月 22日(火)   

株式会社ジュピターTV会社分割 2007年 7月  2日(月) （予定） 

新ジュピターTV設立の登記 2007年 7月  2日(月) （予定） 

合併契約書承認取締役会 2007年 7月 17日(火) （予定） 

合併契約書締結 2007年 7月 17日(火) （予定） 

合併の効力発生日 2007年 9月  1日(土) （予定） 

株券交付日 2007年 9月  1日(土) （予定） 

合併の登記 2007年 9月 3日(月)  （予定） 

 
 当社は、会社法第 796 条第 3 項(簡易合併)により株主総会の承認を得ずに合併を行う

予定です。今後手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合は、両社協議の上、

日程を変更することがあります。 

 
（2） 合併方式 

株式会社ジュピターTVが、会社分割を行い新ジュピターTVを設立してジュピターシ

ョップチャンネル株式会社、有限会社ジェイ･ビー･エス、株式会社オンラインティーヴ

ィ及びイーピー放送株式会社に関する事業を除く全ての事業(16 チャンネルの出資・運

営)を承継させた後(但し、ジュピターサテライト放送株式会社の株式の 50％は承継され

ません。)、当社は、当社を存続会社として、新ジュピターTV を吸収合併いたします。

尚、詳細につきましては添付資料をご参照下さい。 

2 



 

 
（3） 合併比率 

会社名 株式会社ジュピターテレコム 

（存続会社） 

新ジュピターTV 

（消滅会社） 

合併比率 1 1.40665 

（注1） 新ジュピターTVの普通株式 1株に対して、当社の普通株式 1.40665株を割り当

て交付いたします。 

（注2） 新ジュピターTVの割り当て対象となる株式数は 360,681株です。 

（注3） 割り当て交付する当社の普通株式数の合計に小数点以下の株式数がある場合、こ

れを切り捨て、現金による精算は行いません。 

（注4） 合併により発行する新株式数 

普通株式 507,351株 

 
（4） 合併比率の算定根拠等 

① 算定の基礎と経緯 

当社は合併比率の公平性を担保するための手続きの一環として、当社株式の市場価格、

当社及び株式会社ジュピターTV の財務状況および業績動向、デュー・ディリジェンスの過程で

なされた両社の資産・負債の評価の結果等の要因を多角的に検討しました。また、当社はファ

イナンシャル・アドバイザーである日興コーディアル証券株式会社(以下「日興コーディ

アル証券」といいます。)及びゴールドマン・サックス証券株式会社(以下「ゴールドマン・

サックス証券」といいます。)の 2 社から、合併比率を検討するための株式価値評価に関

する助言を得ております。 

日興コーディアル証券は、当社の株式について、市場株価方式(計算対象期間は 2007

年 5月 18日を基準日とする、1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各期間の株価終値平均)、

DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)方式、類似上場会社比較方式により、ま

た、新ジュピターTV の株式について、過去の財務情報、DCF(ディスカウンテッド・キャ

ッシュ・フロー)方式、類似上場会社比較方式による分析をそれぞれ行い、合併比率を分

析いたしました。また、日興コーディアル証券は、財務予測等について、経営陣が現時

点においてなしうる最善の予測及び判断に基いて合理的になされた予測である、との前

提のもとに上記の分析を行っております。また、日興コーディアル証券は、メディア･プ

ログラミング業界における業界環境等を精査し、日興コーディアル証券が適切と思料す

る調査及び分析を実施し、検討しました。 

なお、日興コーディアル証券が行う株式価値評価分析は、当社の取締役会で使用する

ことを目的として当社の取締役会に対し提供されたものであり、株式会社ジュピターTV、

その他の者が本財務分析に依拠することを想定したものではありません。 
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ゴールドマン・サックス証券は、当社及び新ジュピターTVの株式価値評価分析を行う

際に、当社及び株式会社ジュピターTVの過去の財務情報、当社経営陣により提供された

財務予測及び分析、当社の株式の市場価格及び取引動向、並びに DCF(ディスカウンテッ

ド・キャッシュ・フロー)法及び EBITDA 倍率法により算出された価値評価等を勘案い

たしました。上記の分析は、過去の実績や業界の事業環境を考慮した当社の経営陣によ

って作成された財務予測、及び当社経営陣の考える統合により今後期待されるシナジー

予測に基づいております。また、ゴールドマン・サックス証券は、両社の財務予測及び

シナジー予測について、当社の経営陣が現時点においてなしうる最善の予測及び判断に

基づいて合理的になされた予測である、との前提のもとに上記の分析を行っております。

またゴールドマン・サックス証券は、当社の経営陣から、本合併による戦略的合理性及

び潜在的な利益に関する評価並びに両社の過去と現在における事業、財務の状況、将来

的な見通しを聞いております。更にゴールドマン・サックス証券は、両社の特定の情報

を他の特定の公開会社の財務及び株式市場についての情報と比較し、特にメディア・プ

ログラミング業界における最近の事業統合案件の財務条件を精査し、その他ゴールドマ

ン・サックス証券が適切と思料する調査及び分析を実施し、ゴールドマン・サックス証

券が適切と思料するその他の要因を検討しました。 

なお、ゴールドマン・サックス証券が行う株式価値評価分析は、当社の取締役会で使

用することを目的として当社の取締役会に対し提供されたものであり、株式会社ジュピ

ターTV、その他の者が株式価値評価分析に依拠することを想定したものではありません。 

 

当社は、株式価値評価分析の受領を含めた上記の検討の後、株式会社ジュピターTVと

協議を重ねた結果、最終的に新ジュピターTV の普通株式 1 株に対して当社の普通株式

1.40665 株を割当交付する合併比率が妥当なものであるとの結論に至り、本日の取締役

会において承認いたしました。 

（注）DCF法の前提とした財務予測においては、合併後 5事業年度において、大幅な増

減益(各々の前事業年度と比較して 30％以上の利益の増加又は減少)は見込んでいま

せん。 

 
② 算定機関との関係 

日興コーディアル証券及びゴールドマン・サックス証券は当社の関連当事者には該当し

ません。 

（5） 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 
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3．合併当事会社の概要 

 

(1)商号 株式会社ジュピターテレコム 
株式会社ジュピターTV 

(新ジュピターTV） 

(2)主な事業内容 

有線テレビジョン放送事業及び電気通信

事業を行うケーブルテレビ局の統括運営

等 

ケーブルテレビ事業者及び衛星放送

事業者等への番組供給事業統括等 

(3)設立年月日 1995年 1月 18日 2007年 7月 2日(予定) 

(4)本店所在地 東京都港区芝大門一丁目 1番 30号 東京都港区虎ノ門四丁目 3番 1号 

(5)代表者の役職･

氏名 

代表取締役社長 最高経営責任者  

森泉 知行 
代表取締役社長 中谷 博之(予定) 

(6)資本金の額 115,232百万円 7,934百万円 

(7)発行済株式総数 6,382,611.74株 360,681株 

(8)純資産 277,296百万円(連結) 4,178百万円(連結) 

(9)総資産 625,948百万円(連結) 13,491百万円(連結) 

(10)事業年度の末

日 
12月末日 12月末日 

(11)従業員数 8,653名(連結) 248名(連結) 

(12)主要取引先 一般顧客 多チャンネル事業者 

(13)大株主及び持

株比率 

住商 /ｴﾙｼﾞｰｱｲ･ｽｰﾊﾟｰ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｴﾙｴﾙｼｰ

62.47% 
ｽﾃｰﾄ  ｽﾄﾘｰﾄ  ﾊﾞﾝｸ  ｱﾝﾄﾞ  ﾄﾗｽﾄ  ｶﾝﾊﾟﾆｰ

6.60% 
ｽﾃｰﾄ  ｽﾄﾘｰﾄ  ﾊﾞﾝｸ  ｱﾝﾄﾞ  ﾄﾗｽﾄ  ｶﾝﾊﾟﾆｰ

505025 2.50% 
ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ ｴｽ ｴﾙ 

ｵﾑﾆﾊﾞｽ ｱｶｳﾝﾄ 2.12% 

ﾉｰｻﾞﾝ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ(ｴｲﾌﾞｲｴﾌｼｰ) ｻﾌﾞ ｱｶｳﾝﾄ 

ｱﾒﾘｶﾝ ｸﾗｲｱﾝﾄ 1.57% 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1.54% 

住友商事㈱ 50.00014% 

ﾘﾊﾞﾃｨ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｸ

49.99986% 

(14)主要取引銀行 

日本政策投資銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

住友信託銀行㈱ 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

㈱三井住友銀行 
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資本関係 

当社と新ジュピターTV の間に直接

的な資本関係はないものの、新ジュ

ピターTV の株主となる住友商事㈱

及び新ジュピターTV の株主となる

ﾘﾊﾞﾃｨ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｸの完

全親会社であるﾘﾊﾞﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｸ

は、当社の筆頭株主である住商/ｴﾙｼﾞ

ｰｱｲ･ｽｰﾊﾟｰ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｴﾙｴﾙｼｰの持分をそ

れぞれ 41.34％、58.66%保有してお

ります。 

人的関係 

株式会社ジュピターTV の取締役で

新ジュピターTV の取締役に就任予

定の 1名は当社の取締役を兼務して

います。 

取引関係 

当社は、新ジュピターTV が提供予

定の 16 チャンネルを含め株式会社

ジュピターTVより合計 17チャンネ

ルの提供を受けております。 

(15)当事会社間の

関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

(注) 当社に関する情報は、2006年 12月 31日現在の情報です。新ジュピターTVの資本金

の額、純資産、総資産については、2007年 3月末日現在における株式会社ジュピター

TVの貸借対照表からの推定値で、それ以外の情報は特に予定である旨を記載していな

い限り 2006年 12月 31日現在の株式会社ジュピターTVの情報です。 

 

 
(16) 最近 3年間の業績(単位：百万円)(米国会計基準) 

 当社 株式会社ジュピターTV(分割前) 

事業年度の末日 
2004年 

12月期  

2005年 

12月期 

2006年 

12月期 

2004年 

12月期 

2005年 

12月期 

2006年 

12月期 

売上高（連結） 161,346 183,144 221,915 60,480 87,644 111,843 
営業利益（連結） 22,592 24,475 31,582 7,653 15,971 21,843 
税引前当期純利益

(連結) 
12,679 16,748 27,503 6,593 13,897 18,583 

当期純利益（連結） 10,821 19,333 24,481 3,210 6,053 8,005 
1株当たり当期純

利益（連結）（円） 
2,221.47 3,178.95 3,844.83 8,900.01 16,782.70 22,195.24 
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1株当たり配当金

(円) 
－ － － － － － 

1株当たり株主資

本(円) 
26,888.43 39,511.48 43,445.59 30,491.38 48,751.74 70,841.12 

(注)  新ジュピターTVは今回新設分割されるため、数値を記載することができません。この

ため、新ジュピターTV の数値に代えて、分割前の株式会社ジュピターTV の数値を記

載しております。 

 

4．合併後の状況 

 

（1） 商号 株式会社ジュピターテレコム 

（2） 主な事業内容 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業及び番組供給

事業の統括等 

（3） 本店所在地 東京都港区芝大門一丁目 1番 30号 

（4） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 最高経営責任者  

森泉 知行 

（5） 資本金の額 116,046百万円 (注) 

（6） 総資産 （連結） 現時点では確定しておりません。 

（7） 純資産 （連結） 現時点では確定しておりません。 

（8） 事業年度の末日 12月 31日 

（9） 会計処理の概要 

本合併は、米国会計基準(SFAS141号「企業結合の会計処理」)に基づき、パーチェス法に

より被合併会社の資産及び負債を時価評価して、当社に取り込みます。 

（10） 合併による業績への影響・見通し 

本合併による当社グループの 2007 年 12 月期決算に与える影響は軽微であり、売上高、

営業利益、税引前当期純利益、当期純利益いずれについても 2%程度以下に留まる見込み

です。影響度の詳細につきましては確定次第、速やかに開示いたします。 

(注) 本合併による資本金の額の増加はありません。資本金の額は当社の 2007年 3月末現在の

ものを記載しておりますが、合併の効力発生日までに新株引受権及び新株予約権の行使

による資本金の額の増加が見込まれます。 

 
5．その他 

 
未定の事項につきましては、決定次第お知らせいたします。 

 
以上 
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注 

 

 
ゴールドマン・サックス証券は上記の財務アドバイザリー・サービスに対し報酬を受領しています。また、同証券はこれまでにジュピ

ターテレコムに対して一定の投資銀行業務のサービスを提供し、そのサービスに関して報酬を受領しており、将来、ジュピターテ

レコム並びにその関係会社に対し同業務サービスを提供し、報酬を受領することがあります。またゴールドマン・サックス証券及び

その関連会社は、通常の取引行為において投資銀行業務サービス以外のサービスを両社並びにその関係会社に対して提供す

ることがあり、両社のデリバティブ証券を含む負債性証券、株式又は株式関連証券を随時、自己又は顧客の勘定で取引を行うこ

とやそれらの証券のポジションを持つことがあります。 

ゴールドマン・サックス証券は、その分析を提示するために検討し又は議論された全ての財務、会計、法務、税務その他の情報の

正確性及び完全性を前提とし、その正確性と完全性に依拠しています。同証券は会計事務所ではなく、その分析に関連して監

査や評価を行うことはありません。また同証券の分析は評価を意図したものではなく事業や証券が実際に売却されうる価格を必ず

しも反映しているものではありません。将来の結果についての予測に基づいた分析は必ずしも実際の将来の結果を示唆するもの

ではなく、実際はこれらの分析によって想定されるよりも有利にも不利にもなりえます。これらの分析は本源的に不確定性に依拠

しているので、もし将来の結果がその予測と異なっていても、関連当事者、アドバイザーが影響を及ぼしえない要因や事象に基

づいているため、ジュピターテレコム及び同証券やその他の者は一切責任を負うものではありません。また、ゴールドマン・サック

ス証券は、ジュピターテレコム若しくはジュピターTV又はそれらの子会社の偶発的なもの、派生的なもの又は貸借対照表に非計

上のものを含む資産及び負債について独自の評価あるいは算定を行っておらず、それらの評価書又は鑑定書も入手しておりま

せん。また、ゴールドマン・サックス証券は、本合併を完了するために必要な全ての政府、規制機関その他の許認可が、ジュピタ

ーテレコム若しくは新ジュピターTV又は本合併により予期される利益に対して、同証券の分析にとって重要となるような悪影響を

何ら与えることなく得られることを前提としています。 

ゴールドマン・サックス証券の分析は、そもそも本合併を行うこと自体に関するジュピターテレコムの経営上の意思決定について

は対象としておらず、ジュピターテレコム普通株式の取引価格について意見を述べるものでもありません。また、当然のことなが

ら、ゴールドマン・サックス証券の分析は、本日現在における経済状況、財政状況、市場の状況、その他関連する事情、及び、

本日現在において同証券が取得可能な情報だけに基づいて作成されたものとなっております。ゴールドマン・サックス証券の本

合併に関する分析は、ジュピターテレコムの取締役会に対して提供されるものであり、ジュピターテレコムやジュピターTVの普通

株式を保有する株主が本合併に関しどのように議決権を行使すべきかを推奨するものではありません。
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＜添付資料＞ 
 

分割前 
㈱ジュピターTV 

分割後（2007年 7月 2日現在）
新ジュピターTV 

合併対象に含みません。 

ジュピターエンタテインメント㈱(連結子会社)

ジュピターゴルフネットワーク㈱(連結子会社)

リアリティ TV ジャパン㈱(連結子会社)

(有)ジェイ・ビー・エス(連結子会社)

ジュピターショップチャンネル㈱(連結子会社)

ディスカバリー・ジャパン㈱(持分法)

アニマル・プラネット・ジャパン㈱(持分法)

㈱オンラインティーヴィ(連結子会社)

ジュピターサテライト放送㈱(連結子会社)

JSBC2㈱(連結子会社) 

J-Sports, LLC(連結子会社)

(有)ジュピタースポーツ(連結子会社)

㈱ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング(持分法)

㈱AXN ジャパン(持分法) 

㈱インタラクティーヴィ(持分法)

ジュピターVOD㈱(持分法) 

㈱サテライト・サービス

㈱エー・ティー・エックス 

㈱キッズステーション

日本映画衛星放送㈱ 
㈱日経シー・エヌ・ビー・シー

イーピー放送㈱(連結子会社)

注 2 

注 1 

㈱ジュピターTV 

ジュピターエンタテインメント㈱(連結子会社)

ジュピターゴルフネットワーク㈱(連結子会社)

リアリティ TV ジャパン㈱(連結子会社)

ディスカバリー・ジャパン㈱(持分法)

アニマル・プラネット・ジャパン㈱(持分法)

ジュピターサテライト放送㈱(持分法)

JSBC2㈱(連結子会社)

J-Sports, LLC(連結子会社)

(有)ジュピタースポーツ(連結子会社) 

㈱ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング(持分法)

㈱AXN ジャパン(持分法)

㈱インタラクティーヴィ(持分法) 

ジュピターVOD㈱(持分法)

㈱サテライト・サービス

㈱エー・ティー・エックス

㈱キッズステーション

日本映画衛星放送㈱
㈱日経シー・エヌ・ビー・シー 

注 2 

注 1 

新ジュピターTV

注 1 ジュピターサテライト放送㈱は、分割後に分割会社、承継

会社それぞれが 50%ずつを保有する会社となる見込みです 

注 2 ㈱ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングへの出資は、

(有)ジュピタースポーツ経由の間接出資 
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