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KNTV株式会社との合併に関する基本合意書締結についてのお知らせ 

 

当社は、平成27年９月18日開催の取締役会において、持分法適用関連会社のＫＮＴＶ株式会社

（以下、「ＫＮＴＶ社」といいます。）と、下記のとおり合併に向けた協議を進めるための基本

合意書を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

当社は、アジアを舞台とした総合エンターテインメント企業として、アーティストのマネジ

メント・ファンクラブ運営・関連グッズの企画販売、およびアジアのプレミアムコンテンツを

中心に放送する自社テレビ局 ＤＡＴＶの運営を主たる事業として取り組んでまいりました。ま

た、当社の持分法適用関連会社であるＫＮＴＶ社は、韓国エンターテインメント総合チャンネ

ルＫＮＴＶの有料放送を主たる事業としております。 

 両社は平成26年７月よりグループ会社として、コンテンツ調達等での連携を強化し、グルー

プシナジーを図ってまいりましたが、今般、より安定した経営基盤と業界での競争力強化を求

めるため、両社が合併することが最適の方法であるとの判断に至り、本日合併に関する基本合

意書を締結し、合併に向けた協議を開始することとなりました。 

両社の有料放送事業に関する人的、技術的およびコンテンツ調達のリソースを結集し、２チ

ャンネル化による顧客基盤の強化、並びに顧客満足度の高いサービスの拡充を図ることで、有

料放送事業における韓国をはじめとしたアジア全域におけるコンテンツのハブチャンネルを目

指してまいります。 
 

２． 合併の要旨 

（１） 合併の日程 

基本合意書締結取締役会 ： 平成27年９月18日 

基本合意書締結日     ： 平成27年９月18日 

合併契約書締結日     ： 平成28年２月中旬（予定） 

合併承認株主総会     ： 平成28年３月下旬（予定） 

合併効力発生日     ： 平成28年７月１日（予定） 

 

（２） 合併の方法 

当社を存続会社、ＫＮＴＶ社を消滅会社とする吸収合併方式とする予定です。 

 

（３） 詳細条件に関しては、今後両社での協議・検討の上、決定するものとします。 

 

 

 

 

 

     



 

 

３． 両社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

(1) 名称 株式会社デジタルアドベンチャー ＫＮＴＶ株式会社 

(2) 所在地 東京都港区芝四丁目５番 10 号 東京都港区芝四丁目５番 10 号 

(3) 代表者の役職 

・氏名 
代表取締役 李 命学 代表取締役 申 弼淳 

(4) 事業内容 マネジメント・モバイル・ファンク

ラブ・イベント・ライツ・物販事業

および有料放送サービス事業等 

有料放送サービス事業等 

(5) 資本金 

（平成 27年６月 30 日現在） 
3,999 百万円 983 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 46 年 12 月 24 日 平成８年 11 月１日 

(7) 発行済株式数 

（平成 27年６月 30 日現在） 
54,392,638 株 63,612 株 

(8) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9) 従業員数 

（平成 27年６月 30 日現在） 
（連結）30 名  （単体）19 名 

(10) 主要取引先 ベリトランス株式会社 

株式会社ローソン HMV エンタテインメント 

株式会社スカパー・ブロードキャスティング 

株式会社スカパーJSAT 

株式会社ジュピターテレコム 

(11) 主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

(12) 大株主構成およ

び持株比率 

 

（平成 27 年６月 30 日現在） 

 株式会社キーイースト    30.93% 

 EFG BANK AG. HONGKONG A/C CLIENT  

5.08% 

  

 

株式会社キーイースト    38.81% 

株式会社デジタルアドベンチャー     9.90% 

株式会社 MBC             7.86% 

Samhwa Networks Co.,Ltd. 6.60% 

株式会社ケンメディア    6.30% 

(13)当事者間の関係 

 

（平成 27 年６月 30 日現在） 

資本関係 当社はＫＮＴＶ社の株式を 6,295 株（9.90％）保有して

おります。 

人的関係 当社取締役３名（うち１名は代表取締役）がＫＮＴＶ社

の取締役を兼務しており、取締役１名はＫＮＴＶ社の代

表取締役であります。また当社監査役２名がＫＮＴＶ社

の監査役を兼務しております。 

取引関係 当社はＫＮＴＶ社へ当社番組コンテンツを販売しており

ます。 

関連当事者へ

の該当状況 

株式会社キーイーストは当社の発行済株式の 30.93%、Ｋ

ＮＴＶ社の発行済株式の 38.81%を保有しており、両社の

親会社となっております。 

 

以上 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状況                         （単位：百万円） 

 ㈱デジタルアドベンチャー（連結） ＫＮＴＶ㈱（単体） 

決算期 平成 24 年 12 月期 平成 2５年 12 月期 平成 26 年 12 月期 平成 24 年 12 月期 平成 2５年 12 月期 平成 26 年 12 月期 

純資産 2,347 1,798 1,838 1,045 1,234 1,271 

総資産 3,414 2,315 2,375 2,295 2,464 1,931 

１株当たり純資産（円） 40.97 32.05 33.48 17,945.99 21,357.68 21,986.56 

売上高 4,409 3,795 2,496 3,120 3,560 2,699 

営業利益 △188 △500 22 280 226 87 

経常利益 △138 △538 37 268 212 87 

当期純利益 △215 △433 67 239 197 36 

１株当たり当期純利益（円） △3.97 △7.99 1.23 4,671.52 3,411.69 628.87 


