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「米国ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが CSC Media Group を買収 

英国で 16 チャンネルを追加」 

 

英国時間６月 26 日、ソニー株式会社の連結子会社であるソニー・ピクチャーズ テレビジョン

は上記の発表を行いました。 

 

詳細は、別添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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米国ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが CSC Media Group を買収 

英国で 16 チャンネルを追加 
 
英国時間 2014 年 6 月 26 日、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

主にテレビ番組の制作・販売およびテレビネットワークを運営しているソニー・ピクチャ

ーズ テレビジョン（以下 SPT）が、英国でケーブル局・衛星放送を通じてテレビ番組を放

送している独立系のチャンネル会社大手である CSC Media Group（以下 CSC）の買収に

ついて発表しました。 
今回の買収により、SPT は CSC の全株式を約 1 億 700 万ポンド（約 180 億円相当）で

取得する予定です。なお本買収は、標準的な買収完了条件の充足に加えてアイルランド競

争当局による認可の取得を条件としています。また今回の取引が、2014 年 5 月 14 日に発

表したソニーの 2014 年度連結業績見通しに与える影響は軽微であると見込んでいます。 
 
ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが本件について、英国において広報発表をいたしま

したので、発表内容の日本語訳を参考として以下に記載いたします。 
 

 
（参考日本語訳） 

 
SPT は、英国で CSC の買収に合意したことを、英国時間の 6 月 26 日に発表いたしまし

た。この買収により、SPT は、法令上必要な政府許認可の取得等を条件に、広告料を収入

源とする 16 のチャンネルを所有・運営していくことになります。本買収は SPT Networks
および CSC の大株主であるプライベートエクイティファーム Veronis Suhler Stevenson
（ヴェロニス・スーラー・スティーヴンソン）の間で合意に至ったものであり、SPT は CSC
の全株式を取得いたします。 

 
SPT 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： 
「CSC の買収は英国市場への我々のコミットメント、そして世界中で多大な成功を収め

ている我々のテレビネットワーク事業のさらなる拡大への決意を明確に示すものです。今

回新たにチャンネルが加わることにより、視聴者にご提供できるエンタテインメント番組

の選択肢はより幅広くなり、広告主の皆さまにはさらに多くの視聴者に、複数のチャンネ

ルを通して訴求できるようになります。」 
 



 

CSC CEO レミー・ミニット氏のコメント： 
「CSC は小さなチャンネル運営会社から、英国で業界をリードする広告料を収入源とす

るマルチ・チャンネルネットワークの一つに成長しました。今回、SPT の傘下に入ること

で、我々の成長を国内外で加速させます。SPT のチームと働けることを、楽しみにしてい

ます。」 
 
 Veronis Suhler Stevenson パートナー モーガン・カラギー氏のコメント： 
「私たちは、英国テレビ業界が大きく変化する中、過去 7 年に渡り CSC のビジネス拡大を

進めてきました。CSC の類稀なビジネスが SPT に加わることになり、次の成長フェーズを

迎えることをうれしく思います。」 
 
本買収により、SPT は英国のケーブル局・衛星・マルチ・チャンネル市場において、広

告の視聴数で第 5 位となります。SPT の英国における全チャンネルの広告は Sky が販売し

ており、買収完了次第、CSC は SPT 西ヨーロッパ ネットワーク担当 SVP のケイト・マ

ーシュにレポートすることになります。 
 
SPT は 2011 年に Sky で 1 つのチャンネル・フィードで放送を開始し英国市場に参入し

ました。その後、地上デジタルプラットフォーム Freeview での 2 つの無料全国チャンネル

など、複数のプラットフォームで 9 つのチャンネル・フィードにより放送するまでに成長

し、総視聴者数は月 2,000 万人にまで達しました。展開しているチャンネルは、Sony 
Entertainment Television、Sony Movie Channel、Movies 4 Men、Movie Mix などです。

今回の買収により、SPT は現在提供する映画・エンタテインメントチャンネルからジャン

ルをさらに広げ、音楽、子ども向け番組など（ノンフィクション映画やクラシック作品を

放送する True Entertainment、子ども向け番組を放送する Pop、音楽番組を放送する Chart 
Show TV など）を追加します。さらに、本買収により、SPT は Freeview で 2 チャンネル

を追加し、4 チャンネルでの放送を行うことになります。また、CSC チャンネルはアイル

ランドやサハラ以南のアフリカ地域でも放送されています。 
 
今回の買収では、Berenson & CompanyがSPTのファイナンシャルアドバイザーとして、

Lepe Partners が CSC のファイナンシャルアドバイザーとして協力しています。 
 
CSC は子ども向け、音楽、映画などさまざまなジャンルのエンタテインメントチャンネ

ルを持つ英国最大級のケーブル・サテライトテレビチャンネル会社です。同社はプライベ

ートエクイティファーム Veronis Suhler Stevenson および新しいマネジメントチームが、

2007年に音楽チャンネルのChart Showを買収して発足しました。同社のチャンネルはSky 
Digital、Virgin Media、 Freesat、 Freeview で放映されています。また、CSC は複数の



 

無料ウェブサイト、オンデマンドサービス、モバイルアプリケ―ションも所有・運営して

います。 
 
SPT(http://www.sonypicturestelevision.com)は、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメ

ントの子会社で、テレビ業界をリードするコンテンツプロバイダーの一つです。同社は世

界中のさまざまなプラットフォームに向けて、あらゆるジャンルの番組を制作・提供して

おり、受賞歴のある映画、テレビ番組、フォーマットから成る業界最大級のカタログに加

え、高視聴率の昼ドラマおよびゲームショー、オフネットワークシリーズの名作、オリジ

ナルアニメシリーズ、大人気のプライムタイムドラマ、コメディー、テレビ用映画などを

誇ります。制作ビジネスの展開は米国だけでなく、13 か国に完全所有もしくは JV で 18 の

制作会社を持ち、32 か国にオフィスがあります。また、168 か国で計 126 チャンネルを提

供し、世界中で累積 9 億 8000 万世帯以上に番組をお届けしています。さらに SPE のプレ

ミアム動画サイト Crackle を運営し、同サイト用のオリジナルコンテンツの制作も行って

います。SPT は米国の制作会社である Embassy Row を子会社に持ち、ケーブルチャンネ

ルの Game Show Network、3D チャンネルの 3net、米・メディア販売会社 ITN Networks
の共同所有者です。SPT の広告販売部門は、全米の有力な広告販売事業者の一つで、SPT
のシンジケーテッドシリーズ、Rural Media Group、DrOz.com の広告を扱っています。 
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http://www.sonypicturestelevision.com/


 

SONY PICTURES TELEVISION TO ACQUIRE CSC MEDIA GROUP 

 Adds 16 Channels to UK Portfolio 

 

LONDON (June 26, 2014)—Sony Pictures Television (SPT) today announced that it has reached an 
agreement to acquire CSC Media Group (CSC) in the UK.   Under the agreement, SPT will own and 
operate the 16 ad-supported channels in the company’s portfolio, pending regulatory approval.  The 
deal has been struck between SPT Networks and private equity firm Veronis Suhler Stevenson, majority 
shareholders in the CSC Media Group, with SPT acquiring 100 percent of the company. 

“The acquisition of CSC further demonstrates our commitment to the UK market and our intent to 
continue to grow our tremendously successful global portfolio of networks,” said Andy Kaplan, president 
of worldwide networks for Sony Pictures Television. “These new channels perfectly complement our 
current offerings, allowing us to provide viewers with a variety of entertainment choices and advertisers 
with greater reach and cross-channel opportunities.” 

Remy Minute, CEO of CSC Media Group, said:  ”CSC has grown from a small bouquet channel operator to 
become one of the leading multi-channel ad-supported TV  networks in the UK. This combination 
with SPT allows us to accelerate our growth trajectory, both internationally and domestically.  I very 
much look forward to working with the team at SPT.” 

Morgan Callagy, Partner at Veronis Suhler Stevenson, stated: “Over the past seven years, we have 
presided over meaningful growth in the CSC business during a time of significant changes in the UK 
television industry. We are pleased to see that this unique business will now be in an ideal home for the 
next phase of its growth.” 

Following the acquisition, SPT Networks will be the No. 5 cable/satellite/multichannel player in the UK 
market in commercial ad views. Advertising on all of SPT’s channels is sold by Sky. Once the acquisition is 
concluded, the company will report to Kate Marsh, SPT’s senior vice president, Networks, Western 
Europe. 

SPT entered the UK market in 2011 with one channel feed (Sony Entertainment Television) on Sky and 
had grown to 9 channel feeds across multiple platforms including 2 free-to-air national feeds on 
Freeview, reaching a combined total of more than 20 million viewers per month.  Channel brands 
include Sony Entertainment Television, Sony Movie Channel, Movies 4 Men, and Movie Mix.  This 
acquisition complements SPT’s current movie and entertainment channels and expands its offering into 
the music and children’s genres with the addition of brands including True Entertainment, Pop and Chart 
ShowTV. Additionally, the deal expands SPT’s reach on Freeview from two to four channels. The CSC 
channels are also distributed internationally in Ireland and Sub-Saharan Africa. 



Berenson & Company acted as exclusive financial advisor to SPT on this transaction. Lepe Partners acted 
as financial advisor to CSC.   

CSC is one of the UK’s largest independent cable/satellite TV channel groups with a portfolio of channels 
across kids, music, and movies and entertainment genres.   CSC was founded in 2007 via the acquisition 
of the Chart Show portfolio of channels by private equity group Veronis Suhler Stevenson and a new 
management team. Its channels are available on Sky Digital, Virgin Media, Freesat and on Freeview.  CSC 
also owns and operates a number of complementary websites, on-demand services and mobile apps.  

 Sony Pictures Television (http://www.sonypicturestelevision.com), a Sony Pictures Entertainment 
company, is one of the television industry’s leading content providers. It produces and distributes 
programming in every genre, around the world and for a multitude of platforms.  In addition to one of 
the industry’s largest libraries of award-winning feature films, television shows and formats, Sony 
Pictures Television (SPT) boasts a current program slate that includes top-rated daytime dramas and 
game shows, landmark off-network series, original animated series and critically acclaimed primetime 
dramas, comedies and telefilms. In addition to its US production business, SPT has 18 wholly-owned or 
joint venture production companies in 13 countries and also maintains offices in 32 countries. SPT’s 
worldwide television networks portfolio includes 126 channel feeds available in 168 countries, reaching 
more than 980 million cumulative households worldwide.  SPT also creates original content for and 
manages SPE’s premium video website, Crackle. Additionally, SPT owns US production company 
Embassy Row and is a part owner of cable channel Game Show Network (GSN), 3D channel 3net and 
national U.S media sales company ITN Networks, Inc.  SPT advertiser sales is one of the premier national 
advertising sales companies and handles the commercial inventory in SPT’s syndicated series as well as 
for the Rural Media Group and DrOz.com.  

http://cscmediagroup.com/showreels/326/Chart-Show-TV
http://cscmediagroup.com/senior-management/
http://cscmediagroup.com/senior-management/
http://www.sonypicturestelevision.com/
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