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北京迪愛慈商務諮詢有限公司が実施する第三者割当増資引受 

および同社の広告業務開始について 

 

このたび、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（以下 DAC）、株式会社アサツー  

ディ・ケイ、株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ、株式会社博報堂、株式会社大広および株式会

社東急エージェンシーの 6 社は、当社子会社である北京迪愛慈商務諮詢有限公司（増資実施後、「北

京迪愛慈広告有限公司」に改称、以下 北京 DAC）による第三者割当増資の共同引受けを実施しまし

た。 

また、北京 DAC は今回の増資と併せて中華人民共和国（以下 中国）当局から広告営業許可証を

取得しましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．第三者割当増資の理由 

北京 DAC は、DAC、株式会社アサツー ディ・ケイ、株式会社博報堂 DY メディアパートナーズお

よび株式会社博報堂の 4 社共同出資により、2005 年 11 月、中国・北京において設立いたしました。 

同社は、現地の広告主・広告会社・広告メディア（媒体社）に対して、インターネット広告に関する

コンサルティング業務を行うと同時に、当社グループが中国インターネット広告事業に本格参入する

ためのフィージビリティスタディを実施してきました。 

この結果、今後も拡大が見込まれる中国インターネット広告事業への参入は、当社グループの事

業拡大に資するものと判断し、中国において本格的に事業展開を行うこと、および北京 DAC をその

対応窓口とすることを決定いたしました。 

この決定に伴い、北京 DAC の資本を増強して営業体制の整備を行うこととし、現在の株主 4 社に

株式会社大広、株式会社東急エージェンシーを加えた計 6 社の出資による第三者割当増資を実施

しました。また、併せて中国当局から、広告事業に関する営業許可を取得いたしました。 

 

２．第三者割当増資の概要 

（１）払込総額 

137,000 千円 



（２）払込額内訳 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ（株） 56,800 千円 

（株）アサツーディ・ケイ 35,100 千円 

（株）博報堂 17,550 千円 

（株）博報堂 DY メディアパートナーズ 17,550 千円 

（株）大広  5,000 千円 

（株）東急エージェンシー 5,000 千円 

 

３．北京 DAC の概要 

社名（改称後） 北京迪愛慈広告有限公司 

（第三者割当増資実施後、「北京迪愛慈商務諮詢有限公司」から改称） 

所在地 北京市朝陽区西大望路 3 号藍堡国際中心北区写字楼 6 楼 609 室 

（電話：86-10-8599-9260） 

代表者 董事長 矢嶋弘毅（DAC 代表取締役社長） 

現地責任者 総経理 遠藤満喜 

従業員数 15 名 

資本金（増資後） 197,000 千円 

資本構成（増資後） ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ（株） 98,800 千円 （50.2％） 

（株）アサツーディ・ケイ 44,100 千円 （22.4％） 

（株）博報堂 22,050 千円 （11.2％） 

（株）博報堂 DY メディアパートナーズ 22,050 千円 （11.2％） 

（株）大広  5,000 千円 （ 2.5％） 

（株）東急エージェンシー  5,000 千円 （ 2.5％） 

 

４．出資会社の概要 

（１）デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表者 代表取締役社長 矢嶋弘毅 

所在地 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 YGP タワー33 階 

資本金 3,370 百万円（2006 年 11 月末現在） 

売上高 32,328 百万円（2006 年 11 月期連結実績） 

従業員数 308 名（2006 年 11 月末現在・連結） 

事業内容 インターネットメディアレップ 

 

（２）株式会社アサツーディ・ケイ 

代表者 代表取締役社長 長沼孝一郎 

所在地 東京都中央区築地 1-13-1 

資本金 37,581 百万円（2006 年 12 月末現在） 

売上高 420,059 百万円（2006 年 12 月期連結実績） 

従業員数 2,975 名（2006 年 12 月末現在・連結） 

事業内容 総合広告業 

 

 



（３）株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 

代表者 代表取締役社長 佐藤孝 

所在地 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 

資本金 4,500 百万円（2007 年 3 月末現在） 

従業員数 623 名（2007 年 6 月 1 日現在） 

事業内容 総合メディア事業 

 

（４）株式会社博報堂 

代表者 代表取締役社長 成田純治 

所在地 東京都港区芝浦 3-4-1 

資本金 35,848 百万円（2007 年 3 月末現在） 

売上高 818,281 百万円（2007 年 3 月期連結実績） 

従業員数 3,030 名（2007 年 4 月 1 日現在） 

事業内容 総合広告業 

 

（５）株式会社大広 

代表者 代表取締役社長 高野功 

所在地 大阪市北区中之島 2-2-7 

資本金 2,800 百万円 

売上高 169，110 百万円（2007 年 3 月期連結実績） 

従業員数 779 名（2007 年 3 月末現在・連結） 

事業内容 総合広告業 

 

（６）株式会社東急エージェンシー 

代表者 代表取締役社長 五十嵐正 

所在地 東京都港区赤坂 4-8-18 

資本金 3,637 百万円（2007 年 3 月末現在） 

売上高 121,000 百万円（2007 年 3 月期実績） 

従業員数 871 名（2007 年 3 月末現在） 

事業内容 総合広告業 

 

 

以   上 


