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「米国ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが 

テレビチャンネルビジネス合弁会社「マルチスクリーンメディア社」に対する持分を拡大」 

 

インド・ムンバイ及び米国カリフォルニア州カルバーシティにおいて 2012年６月 14 日、ソニー

株式会社の連結子会社である Sony Pictures Television は上記の発表を行いました。 

 

詳細は、別添の英文プレスリリース参考和訳及びその原文をご参照ください。 
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2012 年 6 月 14 日 

ソニー株式会社 

 

 

米国ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが 

テレビネットワークビジネス合弁会社「マルチスクリーンメディア社」に対する株式持分を追加取得 

 

 

 
米国ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの子会社でテレビビジネスを運営している 

ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが、インドにおけるテレビネットワークビジネスに関する合弁会社で

あるマルチスクリーンメディア社に関して、合弁相手である Grandway Global Holdings Limited 及び

Atlas Equifin Private Limited の所有する株式持分を購入する契約を締結いたしました。 

ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが本件についてインドおよび米国において広報発表をいたしました

ので、発表内容の日本語参考訳をお届けいたします。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ソニー・ピクチャーズ テレビジョン、マルチスクリーンメディアに対する株式持分を追加取得 

2012 年６月 14 日（インド・ムンバイ/米国カリフォルニア州カルバーシティ発）  

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの完全子会社であるソニー・ピクチャーズ テレビジョン（以下、SPT」）

は、Grandway Global Holdings Limited（以下、「Grandway」）及び Atlas Equifin Private Limited（以下、

「Atlas」）が現在保有するマルチスクリーンメディア社（以下、「MSM」）の株式持分約 32%を両社から購入す

る契約を締結しました。この契約が必要な政府認可を取得したうえで実施されると、SPT は MSM の持分の

94%超を保有することとなります。本取引は 2012 年 12 月末までに完了することを目標としています。 

ソニー・ピクチャーズ テレビジョン ワールドワイドネットワーク プレジデント アンディ・キャプランのコメント 

「SPT はこれまでインドでのチャンネル運営で大きな成功を収めてきました。今回の株式持分の取得は、イ

ンドの視聴者の皆様をさらに楽しませていきたいという私たちの決意を示すものです。SPT は、17 年前のこ

の合弁事業の立ち上げ以来、多大な貢献をしてくれた Grandway 及び Atlas に感謝しています。」 

MSM は、インドで人気のヒンディー語総合エンタテインメントチャンネルである Sony Entertainment 

Television をはじめ、映画や特別番組を放送するチャンネルの MAX、若者向けヒンディー語チャンネルの

SAB、ハリウッド映画作品を放映する PIX、音楽専門チャンネルの MIX、そして最近放送を開始したスポー

ツチャンネルの SIX を運営しています。 

今回の取引については、必要な政府認可を取得することが実施の条件となります。今回の MSM の約 32%

の持分追加取得の対価は 271 百万米ドルであり、このうち 145 百万米ドルは 2012 年 12 月末までに予定さ

れている持分取得の完了時に支払われ、残りの 126 百万米ドルについては 2013 年度からの３年間にわた

り、３等分された金額が支払われる予定です。また、本件はソニーの 2012 年度の連結業績見通しにほぼ織

り込み済みであり、その影響は軽微であると見込んでいます。 
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SONY PICTURES TELEVISION TO INCREASE STAKE IN MULTI SCREEN MEDIA

MUMBAI, INDIA and CULVER CITY, CA (June 14, 2012) – Sony Pictures Television (SPT), an indirect 
wholly-owned subsidiary of Sony Pictures Entertainment Inc., has signed an agreement to acquire 
approximately 32 percent of the shares of Multi Screen Media Private Limited (MSM), which are owned by 
Grandway Global Holdings Limited (“Grandway”) and Atlas Equifin Private Limited (“Atlas”).  The 
agreement, subject to government approval, will bring SPT’s interest in MSM to a little over 94 percent.  
The closing for this transaction is expected to take place by the end of December 2012.
“SPT has enjoyed great success with our channels in India and this acquisition further demonstrates our 
commitment to entertaining Indian audiences,” said Andy Kaplan, president, worldwide networks, SPT.   
“We’d especially like to thank Grandway and Atlas for their entrepreneurial spirit that helped to get this 
venture off the ground 17 years ago.”
MSM operates television networks in India and its channels include Sony Entertainment Television (SET), 
one of India's leading Hindi general entertainment television channels; MAX, India's premium movies and 
special events channel; SAB, a Hindi channel focusing on entertaining modern India; PIX, a channel that 
airs Hollywood movie product; MIX, a dedicated music channel; and the recently launched sports channel, 
SIX.
Under the terms of the agreement for this acquisition, aggregate cash consideration of USD271 million will 
be paid by SPT to Grandway and Atlas, subject to receipt of any necessary government approval, with 
USD145 million expected to be paid by SPT at the closing of the acquisition by the end of December 2012 
and the remaining USD126 million to be paid in three equal annual installments starting from the fiscal year 
ending March 31, 2014.  A substantial portion of the impact from this acquisition has already been included 
in Sony Corporation's consolidated financial forecasts for the fiscal year ending March 31, 2013 and no 
material impact from this acquisition is anticipated on such forecasts.


ABOUT SONY PICTURES TELEVISION
Sony Pictures Television is one of the television industry’s leading content providers.  It produces and distributes 
programming in every genre, including series, telefilms, theatrical releases and family entertainment around the world 
and for every platform:   broadcast and cable television, first-run and off-network syndication and digital distribution.  In 
addition to one of the industry’s largest libraries of feature films and television shows, SPT boasts a current program 
slate that includes the top-rated daytime dramas and game shows, landmark off-network series, original animated 
series and critically acclaimed primetime dramas, comedies and telefilms.  Internationally, SPT produces 6,000+ hours 
of programming annually in over 70 countries.  SPT is a leader in local language productions, some of which are co-
produced with local partners, and sells SPE-owned formats around the world.  To better serve its clients and partners 
worldwide, SPT maintains offices throughout the world, including Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, 
Germany, Hong Kong, Hungary, India, Italy, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, the People’s Republic of China, 
Russia, Singapore, Spain, Venezuela and the United Kingdom. SPT's worldwide television networks portfolio is a key 
strategy in SPE's long-range commitment to the global marketplace, with 120 channel feeds, which are available in 
159 countries reaching more than 754 million households worldwide.  SPT also creates original content for and 
manages SPE’s premium video website, Crackle.  Additionally, SPT owns Dutch entertainment company 2waytraffic, 
production company Embassy Row and Sony Movie Channel, and is a part owner of cable channel GSN, new 3D 
channel 3net, FEARnet, the premier horror/thriller website and VOD service, and national media sales company ITN 
Networks, Inc.  SPT advertiser sales is one of the premiere national advertising sales companies, handling the 
commercial inventory in SPT’s syndicated series as well as in all of SPE's digital businesses in the United States.  
SPT (www.sonypicturestelevision.com) is a Sony Pictures Entertainment company.
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