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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 32,000,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社にお

いて標準となる株式であります。なお、単元株式数は1,000株と

なっております。

　（注）１．平成28年８月12日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 32,000,000株 1,184,000,000 592,000,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 32,000,000株 1,184,000,000 592,000,000

　（注）１．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の総額

であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

37 18.5 1,000株 平成28年９月９日（金） － 平成28年９月９日（金）

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３．上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当を受ける権利は消滅いたします。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の

総額を払い込むものといたします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社デジタルアドベンチャー　管理本部 東京都港区芝四丁目５番10号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　青山通支店 東京都港区区南青山一丁目１番１号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,184,000,000 4,000,000 1,180,000,000

　（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用、弁護士費用、割当予定先等調査費用及びその他諸費用でありま

す。

 

（２）【手取金の使途】

　本第三者割当増資により調達する資金は、ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）配信事業参入並びに既存事業拡大

に充当することを予定しております。

　当社は、「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　ｃ．割当予定先の選定理由」に記

載のとおり、新規事業としてテレビでのＣＳ有料放送に加えて、新たな配信方法に取り組むためＶＯＤ配信を

計画しており、まず配信サイト開発に着手しその初期開発費用、また、ＶＯＤ配信には相当数の魅力あるコン

テンツが必要と見込まれ、サイトオープン時には最低でも新作・旧作併せコンテンツが1,000本必要であるこ

と、さらに毎月50本程度の新規掲載を予定しておりこれらの購入・プロモーション費用、及びサーバ等の保

守・運用並びに人員増員等の運用費用に充当いたします。また、既存事業拡大ではアーティストを確保するた

めにファンクラブ運営権利獲得に係る契約金等の支払いに充当し、これにより運営から始まりイベントやグッ

ズ販売へと事業展開を目指します。また、事業拡大に伴う会員管理サイトの追加開発費用、サーバ等の保守・

運用並びに人員増員等の運営費用に充当いたします。

　なお、実際に支出するまでは、当社預金口座にて運転資金とともに運用・管理を行ないます。

具体的な使途 金額（百万円） 支払予定時期

ＶＯＤ配信

事業参入費用

初期サイト開発費用 50 平成29年１月～平成29年６月

コンテンツ購入費用（初期） 260 平成29年４月～平成29年５月

コンテンツ購入費用（追加） 340 平成29年６月～平成30年12月

運用費用 130 平成29年１月～平成30年12月

既存事業

拡大費用

アーティスト確保のためファンクラブ契約金等 230 平成28年10月～平成29年12月

ファンクラブサイト追加開発費用 20 平成28年10月～平成29年12月

運用費用 150 平成28年10月～平成30年12月

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルアドベンチャー(E05088)

有価証券届出書（組込方式）

 3/16



第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定

先の概要

名称 株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン

本店の所在地
東京都港区南青山二丁目４番16号

GOODWILL青山４階

代表者の役職及び氏名 代表取締役会長　　南　昭英

資本金 50百万円

事業の内容

音楽製作・音楽著作物出版・音楽著作権管理運営

作家・演奏家・歌手・俳優のマネージメント及びプロデュース

コンサート及び音楽イベントの企画制作

主たる出資者及びその出資比率 S.M.ENTERTAINMENT Co., Ltd.　　93.50％

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

　（注）　資本金、主たる出資者及びその出資比率の欄は、平成28年８月12日現在におけるものであります。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　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、イベント企

画・運営、ファンクラブ・モバイルサイト運営、関連グッズの企画・自社ｅ－コマースサイトでの販売を中心とし

た物販、ドラマ版権の放映権・配信権・ＤＶＤ等商品化権の事業化、及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。平成28年５月１日付で韓国エ

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するＫＮＴＶ株式会社を吸収合併し、ＤＡ

ＴＶとＫＮＴＶの２局運営により韓流・Ｋ－ＰＯＰのフロントランナーとしての地位を確立してまいりました。

　割当予定先の株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン（以下、「ＳＭＥジャパン」といいます。）

は、平成13年に韓国の株式会社エスエム・エンタテインメント（以下、「ＳＭＥ」といいます。）の海外拠点とし

て、日本進出を図る目的で事業を開始し、作家、演奏家、歌手、俳優のマネジメント、イベント等の企画・制作及

び運営等を行っております。また、ＳＭＥはレコード会社兼芸能プロダクションであり、韓国エンターテイメント

業界では最大手の１社で、韓国ＫＯＳＤＡＱ市場に上場しております。

　ＳＭＥジャパンには、日本のみならずアジア全域で人気を誇るＫ－ＰＯＰアーティストが多数（主なアーティス

トは、ＢｏＡ、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、ＳＨＩＮｅｅ、ＥＸＯであります。）所属しており、アー

ティストホルダーとして事業活動を企画、運営し、公演グッズ等の企画制作販売、ファンクラブ事業展開等を行っ

ております。

　当社は、イベント企画・運営、ファンクラブ・モバイルサイト運営、自社ｅ－コマースサイトの運営及びＣＳ有

料放送など、いわゆるプラットホームビジネスを中心に営んでおり、これまでも自社所属アーティストのみなら

ず、他社所属アーティストのイベント企画・運営、ファンクラブ・モバイルサイト運営などを受託しておりまし

た。その一環で、当社はＳＭＥジャパン所属のアーティストが出演するドラマ・バラエティ番組を韓国テレビ局な

ど版権元から購入し、自社テレビ局ＤＡＴＶ・ＫＮＴＶで放送、日本でイベントを開催する際に韓国のイベント権

利元からイベント開催権を取得し、企画・運営等に参画、また、自社ｅ－コマースサイトDATVShoppingにて、アー

ティスト特典付きＣＤ・ＤＶＤ等販売などを通じてＳＭＥジャパンとの関係を築いてまいりましたが、いずれも同

社との直接取引ではなく、現在当該事業の権利保有企業からの購入、及び運営・受託する企業からの業務委託及び

仕入等の取引となっております。

　当社は継続的な事業課題として、アーティストが当社ビジネスの上流工程であると捉え、様々な活動領域をもつ

アーティストの継続的な確保、拡充が重要であると認識しており、新人育成と日本での活動実績があるアーティス

トを確保する手段を検討しておりました。また、放送業界においては、スマートフォンやタブレット端末の普及に

より、インターネット放送、ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）配信、動画共有サービス等が急速に普及拡大し、サー

ビス提供方法やコンテンツの内容が多様化しており、ユーザ側はいつでも・どこでも・好きなコンテンツを見るこ

とができる環境となっております。当社はこのような環境の変化に対応するため、兼ねてよりテレビでのＣＳ有料

放送に加えて、新たな配信方法を検討しており、韓流ジャンルの顧客層に向けた配信方法について社内で議論の結

果、ＶＯＤ配信が最適ではないかとの結論にいたり、新規事業として参入することといたしました。
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　このような状況の中、当社は上記事業課題を実現するためのパートナー企業を模索しておりましたが、ＳＭＥ

ジャパンとの関係構築の中で、アーティストホルダーである同社とプラットホームビジネスを中心に事業を営む当

社が、関係を強化することで双方に大きなシナジー効果が見込まれること、当社の事業課題を解決するにあたり同

社が保有するアーティストをはじめとしたコンテンツが有用であることが話し合われ、さらにその実現化にあたり

相当の資金が必要であることにつき、同社から資金提供の申し入れがありました。当社は、既存事業拡大のため

アーティスト確保としてファンクラブ運営権利の獲得、会員管理サイト開発及び運営、また新規事業のＶＯＤ配信

事業参入でのサイト開発及びコンテンツ購入等を推進するためには、機動的に事業活動にするため手元資金を確保

することが重要であると考えております。ＳＭＥジャパンは、当社新規事業のＶＯＤ配信が日本市場での韓流コン

テンツの次なる配信手段として不可欠であり、韓流アーティストの新たな活動の場として有用なサイトになると判

断しており、当事業への関心が高く、資金提供での協力体制について申し出がありました。また、ＳＭＥジャパン

との関係を強化することで、同社が保有するアーティストをはじめとしたコンテンツ利用に関し優先的に交渉でき

ること、同社が日本及び韓国で構築したネットワークでのコンテンツ調達が容易となること等、当社事業へのメ

リットは多大であり収益拡大につながるものと判断し、ＳＭＥジャパンを割当予定先とする第三者割当増資が最適

であるとの結論にいたりました。

　より付加価値の高い新サービスの提供することで顧客満足度向上、両社の事業拡大、企業価値のより一層の向上

を目指し、韓流・Ｋ－ＰＯＰのさらなる市場拡大とともにアジアを代表する総合エンターテインメント企業として

「人の心をより豊かにする」を標榜する当社企業理念に合致し社会貢献に繋がるものと考えております。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

　当社普通株式　　32,000,000株

 

ｅ．株券等の保有方針

　当社は、割当予定先であるＳＭＥジャパンから、当社新規及び既存事業について関係を強化して推進していくこ

と、及び長期的、継続的な事業構築に向け第三者割当による取得する株式を長期的に保有する旨を経営者との面談

にて確認しております。

　なお、当社は、割当予定先に対して、払込期日から２年以内に割当株式の全部、または一部を譲渡する場合に

は、その内容を直ちに当社へ書面で報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに

当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確認書を受領する予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、ＳＭＥジャパンの平成27年12月31日現在の貸借対照表記載の現金及び預金の残高、及び、平成28年７月

19日現在の預金残高を銀行発行の残高証明書にて確認した結果、本第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判

断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先及び当該割当予定先の役員又は主要株主が反社会的勢力である事実、反社会的勢力が割当予定先の経

営に関与している事実、割当予定先及び当該割当予定先の役員又は主要株主が資金提供その他の行為を行うことを

通じて反社会的勢力の交流を持っている事実の有無については、第三者機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサ

ルティング（東京都港区虎ノ門三丁目７番12号　代表者　吉野啓介）へ調査を依頼いたしました。同社からの報告

書にて、「当該企業、及び現在の役員、関係会社に反社会的勢力とのつながりを示す確定的な情報は確認されてい

ない」との調査報告を得ておりますが、一方、韓国の親会社において過去に懸念するべき事項が存在する旨、及び

割当先としての健全性をより的確に検証するためには、韓国国内における詳細調査の実施を推奨する旨報告があり

ました。この報告を踏まえ、当社にて割当予定先及び韓国の親会社に問い合わせ、事実関係の確認並びに現時点に

おいて当該事項は全て法的解決がされており、また、割当先の親会社は韓国ＫＯＳＤＡＱ市場に上場しており、ガ

バナンス遵守体制に問題がない旨、現地監査法人からの監査報告書も受領していることから、コンプライアンス・

ガバナンス遵守体制が確立しており、懸念するべき状況ではないことを確認いたしました。さらに割当予定先の代

表者との面談を通じ、現在そのような懸念事実が排除され、問題は一切ない旨を確認しております。

　当社は、以上の方法により、割当予定先及びその役員又は主要株主が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認

しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠

　本新株の発行価格については、本新株発行に関する取締役会決議日直前営業日（平成28年８月10日）の東京証券

取引所ＪＡＳＤＡＱにおける当社株式の終値である40円を基準とし、7.50％ディスカウントした37円といたしまし
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た。この発行価格は、取締役会決議日の直前営業日までの１ヶ月間の終値平均値40円（１円未満を四捨五入。以

下、終値平均値の算出について同じ。）に対して7.50％のディスカウント、同３ヶ月間の終値平均値40円に対して

7.50％のディスカウント、同６ヶ月間の終値平均値41円に対して9.76％のディスカウントとなり、日本証券業協会

の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであります。

　また、ディスカウント率を7.50％とした理由は、割当予定先のＳＭジャパンからのディスカウントの要望に対し

て、同社との関係強化により期待される会社の企業価値の向上への貢献、また、割当予定先が中長期的に株式を保

有することを目的としていることによる株価下落リスクなど考慮した上で、当社は当該要望を受け入れ、上記条件

により発行することが合理的であり、また、特に有利な発行には該当しないと判断いたしました。

　なお、本第三者割当に係る取締役会には、当社監査役４名のうち３名（社外監査役１名）が出席しており、当該

発行価格の算定根拠には合理性があり、また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠

しており、特に有利な発行価格には該当せず合理的な水準であり、適法である旨、意見を述べております。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　本第三者割当増資により新規に発行する株式数32,000,000株に係る議決権の総数は、32,000個であります。本第

三者割当増資前の当社株式の発行済株式総数132,928,513株に係る議決権の総数132,473個の24.16％に相当し、こ

れによって１株当たり株式価値に希薄化が生じます。

　「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　ｃ．割当予定先の選定理由」に記載のとおり、

ＳＭＥジャパンとの関係強化で大きなシナジー効果が見込まれること、当社の事業課題を解決するにあたり同社が

保有するアーティストをはじめとしたコンテンツが有用であること、また、当社新規事業及び既存事業拡大を推進

することにより当社企業価値の向上に繋がるものと考えております。またＳＭＥジャパンは中長期的に保有するこ

とを目的として本第三者割当に応じており、株式市場へ流通しないと考えられるため、流通市場への影響は限定的

であると考えております。

　以上のことから、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断してお

ります。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

株式会社キーイースト

6F AMERICAN STANDARD BLDG

110-1, SAMSEONG-DONG,

GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

50,765 38.32 50,765 30.87

株式会社エスエム・エンタテイ

ンメント・ジャパン

東京都港区南青山四丁目二丁目

４番16号　GOODWILL青山４階
－ － 32,000 19.46

株式会社文化放送
31 YOIDO-DONG, YOUNGDUNGPO-

GU, SEOUL, KOREA
6,875 5.19 6,875 4.18

SAMHWA NETWORKS CO., LTD.
5F, SEOLLEUNG 91-GIL,

GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
5,775 4.36 5,775 3.51

株式会社ケンメディア
東京都中央区勝どき３丁目３番

７号
5,513 4.16 5,513 3.35

株式会社ＳＢＳ
KOREA韓国ソウル市陽川区木洞

920番地
3,437 2.59 3,437 2.09

SBS Contents Hub Co., Ltd
KOREAソウル特別市陽川区木１

洞920番地
3,437 2.59 3,437 2.09

EFG BANK AG, HONG KONG A/C

CLIENT

18/F, INTL COMMERCE CENTRE 1

AUSTINROAD WEST KOWLOON,

HONGKONG

2,762 2.08 2,762 1.68

株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木１丁目６番１

号
2,396 1.81 2,396 1.40

ケイテイ　コーポレーション

206 JUNGIA-DONG, BUNDANG-GU,

SUNGNAM-CITY, KYUNGGI-DO,

463-711, KOREA

2,301 1.74 2,301 1.40

吉原　順 千葉県松戸市 2,200 1.66 2,200 1.34

計 － 85,463 64.51 117,463 71.41

　（注）１．平成28年６月30日現在の株主名簿に基づき記載をしております。なお、割当後の総議決権数に対する所有議

決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権数を平成28年６月30日現在の総議決権数132,473個に本

第三者割当増資により増加する議決権数32,000個を加えた数で除して算出した割合であります。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。

３．今回の割当予定先以外の株主（新株式発行前からの株主）の総議決権数に対する所有議決権数の割合につい

ては、平成28年６月30日より保有株式数に変更がないとの前提で計算したものであります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記

載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成28年８

月12日）までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

 

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成28年８月12

日）現在においても変更の必要はないと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成28年８月12日）まで

の間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

（平成28年３月24日提出　臨時報告書）

①　提出理由

　当社は、平成28年３月23日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨

時報告書を提出するものであります。

 

②　報告内容

(1）異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名
（生年月日）

新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数

申　弼淳
（昭和51年１月５日生）

代表取締役副社長 取締役 平成28年５月１日 －株

　※１　平成28年５月１日予定の当社とＫＮＴＶ株式会社との合併の効力が発生することを条件としています。

　※２　所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

(2）新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名 略歴

申　弼淳

平成11年10月　Pricewaterhouse Coopers入社

平成14年９月　公認会計士登録

平成21年12月　株式会社キーイースト（韓国）経営支援本部長（ＣＦＯ）

平成22年５月　同社代表取締役社長（ＣＥＯ）（現任）

平成23年６月　当社取締役（現任）

平成26年７月　ＫＮＴＶ株式会社代表取締役社長（現任）

平成28年５月　当社代表取締役副社長（就任予定）
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（平成28年３月24日提出　臨時報告書）

①　提出理由

　平成28年３月23日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

②　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年３月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　当社とＫＮＴＶ株式会社との合併の件

平成28年２月12日に当社とＫＮＴＶ株式会社（以下、「ＫＮＴＶ」という。）との吸収合併契

約書を締結しておりますが、その契約につき承認をお願いするものであります。

①　合併の方法：当社を吸収合併存続会社、ＫＮＴＶを吸収合併消滅会社とする吸収合併

②　合併に際して交付する金銭等

合併効力が生ずる時点の直前時のＫＮＴＶの株主（但し、当社及びＫＮＴＶを除く。）に

対して、その所有するＫＮＴＶの株式１株につき、当社の株式1,375株を割り当てる。

③　合併により増加する資本金及び準備金の額

資本金の額　　：０円

資本準備金の額：会社計算規則第35条第１項に定める資本準備金変動額

利益準備金の額：０円

④　効力発生日：平成28年５月１日（予定）

 

第２号議案　定款一部変更の件

当社とＫＮＴＶ株式会社との合併に伴い、目的及び発行可能株式総数について変更を行うもの

であります。なお、定款一部変更の効力は、上記合併の効力発生日に生ずることといたしま

す。

 

第３号議案　取締役６名選任の件

李命学、申弼淳、裵聖雄、許星振、梁根煥、金紀彦の６名を取締役に選任するものでありま

す。

 

第４号議案　合併に伴う取締役３名選任の件

金泰佑、崔宰榮、鄭海龍の３名を取締役に選任するものであります。なお、３名選任の効力

は、上記合併の効力発生日に生ずることといたします。

 

第５号議案　監査役１名選任の件

上田浩之を監査役に選任するものであります。

 

第６号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権をストックオプションとして発行することにあたり、募集事項の決定を当社取締役

会に委任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 24,469 301 － （注）１ 可決　98.78

第２号議案 24,506 264 － （注）１ 可決　98.93

第３号議案      

李　命学 24,445 325 －  可決　98.69

申　弼淳 24,445 325 －  可決　98.69

裵　聖雄 24,445 325 －  可決　98.69

許　星振 24,445 325 － （注）２ 可決　98.69

梁　根煥 24,445 325 －  可決　98.69

金　紀彦 24,445 325 －  可決　98.69

第４号議案      

金　泰佑 24,382 388   可決　98.43

崔　宰榮 24,382 388 － （注）２ 可決　98.43

鄭　海龍 24,382 388   可決　98.43

第５号議案 24,434 336 － （注）２ 可決　98.64

第６号議案 24,255 515 － （注）１ 可決　97.92

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当

日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第45期）

自　平成27年12月１日
至　平成27年12月31日

平成28年３月23日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第46期第２四半期）
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

平成28年８月12日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 平成28年３月23日

株式会社デジタルアドベンチャー  

 取締役会　御中  

 

 三優監査法人  

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 古藤　智弘　　㊞

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 増田　涼恵　　㊞

 
＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社デジタルアドベンチャーの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社デジタルアドベンチャー及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年２月12日開催の取締役会において、ストック・オプション

（新株予約権）を発行することを決議した。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社デジタルアドベン

チャーの平成27年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社デジタルアドベンチャーが平成27年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

　付記事項に記載されているとおり、会社は平成28年５月１日に会社を存続会社、ＫＮＴＶ株式会社を消滅会社とする吸

収合併を行う予定としている。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。

 ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象に含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成28年３月23日

株式会社デジタルアドベンチャー  

 取締役会　御中  

 

 三優監査法人  

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 古藤　智弘　　㊞

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 増田　涼恵　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社デジタルアドベンチャーの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第45期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

デジタルアドベンチャーの平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年２月12日開催の取締役会において、ストック・オプション

（新株予約権）を発行することを決議した。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

　※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象に含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月12日

株式会社デジタルアドベンチャー

取締役会　御中
 

三優監査法人
 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 古藤　　智弘　印

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 増田　　涼恵　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社デジタ

ルアドベンチャーの平成28年１月１日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年４

月１日から平成28年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デジタルアドベンチャー及び連結子会社の平成28年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

1. 会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、会社は、当第２四半期連結会計期間から版権の計上方法を

変更した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成28年８月12日開催の取締役会において第三者割当による新株

式の発行を決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）　①上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　②ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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