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ハイライト 

– 当社の貸玉収入は、前期比 35.2%減の 475,163 百万円(約 33,368 百万香港ドル△ )。 

– 当社の営業収入は、前期比 30.8%減の 98,602 百万円(約 6,925 百万香港ドル△)。 

– 当社の税引前当期利益は、前期比 77.7%減の 4,342 百万円(約 305 百万香港ドル△ )。 

– 当社の親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期比 81.5%減の 2,363 百万円(約 166 百万

香港ドル△)。 

– 当社の 2021 年 3月 31 日現在の店舗数は 442 店舗。（2020年3月末：448店舗） 

– 当社の一株当たり当期利益は 3.1 円(約 0.2 香港ドル△)。 

– 取締役会において、普通株式一株当たり 2 円の期末配当金を支払う事を決議いたしました。

(中間配当金：一株当たり 3 円) 

 

△ 2021 年 3月 3 1 日(2021年 3月の最終営業日)の為替レートの 1 香港ドル＝14.24 円で換算しております。 

注：上記増減（％）の記載は日本円をもとに比較したものであり、香港ドルをもとに比較したものではありません。 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス(以下「当社」)の取締役会は当社及び子会社の 2021年

3月期の業績をお知らせいたします。業績は当社の監査人である PwC あらた有限責任監査法人

及び当社の監査委員会によって監査されております。 

‐  

当社の 2021年 3月期決算につきましては、香港証券取引所及び当社のウェブサイトを通じて英語及び中国語にて「Annual 

Results Announcement」 を公表しております。本資料は、英語の原文を日本語に翻訳したものです。日本語版と英

語版に相違がある場合は英語版が正しいとみなされます。 



財務レビュー 

 (単位：百万) 

 

 

 

  



 

 (単位：百万) 

 

 

表示方法の変更（航空機リース事業に関する収益及び費用） 

従前、当社グループは、連結損益計算書上、航空機リース事業に関する収益を「その他の収入」に、費用を「その他の費用」に含

めて表示しておりました。当連結会計期間より、航空機リース事業の事業規模の拡大に伴い、航空機リース事業に関する収益及

び費用が増加したため、航空機リース事業に関する収益を「航空機リース事業収入」として、費用を「航空機リース事業費用」として

独立掲記する方法に変更しております。また、従前「営業費用」として表示されていたパチンコ事業の費用は、当連結会計期間より、

「パチンコ事業費用」として表示する方法に変更しております。 

 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計期間の「その他の収入」564 百万円を「航空機リース事業収入」として、「その

他の費用」399 百万円を「航空機リース事業費用」として、それぞれ組み替えて表示しております。 

 

この表示方法の変更が、前連結会計期間及び当連結会計期間の営業利益及び当期利益に与える影響はありません。 

 

  



 

通貨換算 

本アナウンスメントにおいては、円表示の金額を以下の為替レートで香港ドルに換算しています。 

1. ¥14.24 to HK$1.00 : 2021年3月31日現在の実勢為替レート。 

2. ¥14.03 to HK$1.00 : 2020年3月31日現在の実勢為替レート。 

日本円を当該日又は他の如何なる日においても、香港ドルに変換できる旨を示すものではありません。 

 

事業概況  

パチンコ事業 

当社グループでは、低貸玉営業の推進を主軸に遊技コストの異なる 2 種類の業態の店舗を運営しています。  

 

チェーンストア経営の実践と当社グループの成長戦略  

当社グループは、店舗数で業界ナンバー1 のポジションを活かし、営業規模の拡大による増収とローコストオペレーションを実現し

て、長期にわたる着実な利益の積みあげを図っています。  

 

「日常の娯楽」の実現に向けた取り組み  

当社グループは、地域のインフラとして「パチンコを誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”に改革する」というビジョンを掲げていま

す。“日常の娯楽”を実現するためには、お客様が店舗において費やす時間とお金が日常の娯楽として受け入れられる水準にマネ

ージしていく必要があります。  

そこで当社グループでは、経営方針の一つに掲げるチェーンストア経営を実践しています。 多店舗展開による強みを活かし、店舗

の運営のすべてをローコストで運営できる仕組みを構築しています。  

低コストでパチンコホールを運営することは、お客様にも低い遊技金額で楽しんでいただける余地が広がるため“日常の娯楽”の実

現につながるのです。  

 

「多店舗展開」と「ローコストオペレーション」  

チェーンストア経営の大きな特徴は、低貸玉営業を中心とした「多店舗展開」と「ローコストオペレーション」です。低貸玉営業の推

進には、出店から店舗運営までをローコストで行う工夫・ノウハウが不可欠です。  

多店舗展開を通じて、遊技機や一般景品の購入などで規模のメリットを享受し、ローコストオペレーションを実現できる当社グルー

プは、店舗数で業界ナンバー1 のポジションを最大限に活かし、チェーンストア経営の実践を通じて、長期にわたり着実に利益を

積み上げていきます。 

 

多店舗展開  

当社グループでは、標準店舗の新規出店や同業他社のグループ化を通じて店舗数を拡大し、チェーンストア理論に基づいた多店

舗展開を推進しています。 

 

  



標準店の新規出店 

出店にあたっては、店舗形態を標準化し、賃料を抑えられる地方の人口集積地に出店することで、出店時の初期コストをコントロー

ルしています。 

出店のターゲットは人口 3～5 万人の小商圏 

「サバーバン」（郊外の人口集積地）戦略を推進。地方の人口 3～5 万人の小商圏をターゲットに新規出店。 

店舗仕様の標準化  

店内レイアウトや遊技機の設置台数について標準化。建築コスト低減や工期短縮など初期投資を抑制。  

20 年の借地契約、木造の店舗家屋  

将来の市場変化を見越した店舗スクラップに対応できるよう、借地（事業用借地）契約とし木造で建築。 

同業他社のグループ化  

上場企業としての優位性を最大限に活かし、株式交換などのスキームも取り入れ同業他社をグループ化し、店舗数拡大を推進し

ています。一例として、2015 年 11 月に夢コーポレーション（株）を株式交換を通じてグループ化しました。  

 

ローコストオペレーション  

マスのメリットを最大限に活かし、中古機の活用や物流センターの設置、ICT 活用による店舗の効率運営を実現。店舗営業費用の

約 6 割を占める機械費や人件費といった主要コストを適正化しています。  

中古機の活用と物流センターの設置  

人気・ヒット機種や新機種と安価に調達できる中古機をバランスよく設置しています。また、全国 16 カ所に物流センター（DC）を設

置し、店舗間で遊技機を融通し合って購入コストを抑制するとともに DC のカバーエリアごとに遊技機を集約し、地域ニーズに応じ

た機種変更など機動的な店舗運営を支えています。  

ICT の活用  

出玉を遊技台ごとに管理できる「各台計数機」を導入し、お客様の手間を減らすほか、ホールスタッフの業務効率化、生産性向上、

人件費の削減を進めています。その他、戦略的に ICT※を活用し、店舗運営や営業戦略の立案、人事・会計などに関する業務の

効率化とコストの削減に取り組んでいます。  

※ Information and Communication Technology の略 

 

航空機リース事業 

パチンコ事業が⽣み出すキャッシュフローを最⼤限に活かし、航空機リース事業を通じて、⻑期的で安定した収益向上と継続的な

発展を⽬指しています。 

 

事業環境 

現在、世界の航空機に占めるオペレーティング・リースの割合は約 46%であり、世界の航空機体数の増加に呼応する形でリース機

の機体数も加速度を増して増加することが見込まれています。足元では新型コロナウイルスの感染症の拡大により航空業界に対

して大打撃が及んでおりますが、中期的には世界の航空機需要の回復に伴い、成長ペースもいずれ回復してくるものと見込んで

います。 

 

事業計画 

当社は 2018 年にアイルランドに Dynam Aviation Ireland Limited（DAIL）を設立し、エアバス社の A320 やボーイング社の B737 な

ど、マーケットで⼈気の⾼い狭胴機（ナローボディ）を中⼼に、購⼊を進めています。今後も航空機業界の事業環境を注視しつつ、

安定かつ収益性の高いポートフォリオ構築を目指していきます。 

 

  



財務レビュー 

 

下表は、業態別の貸玉収入、景品出庫額ならびに営業収入を示しております。 

 

 

 

  



 

 

当連結会計期間の業績は、下記のとおりです。パチンコ事業、航空機リース事業を合わせた営業収入は前期比 69.2 ％ の 98,602 

百万円( 約 6,925百万⾹港ドルに相当) 、営業利益は前期比 31.5 ％ の 6,768百万円( 約 472百万⾹港ドルに相当) 、当期利益

は前期比 18.4％の 2,351 百万円( 約 165 百万⾹港ドルに相当) と、大幅な減収減益となりました。 

 

パチンコ事業 

2020 年 4 月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本政府より緊急事態宣言が発出され、各都道府県より様々な業

種に対して休業要請等がありました。当社グループの基幹事業であるパチンコホールへも同様の要請がありました。その結果、一

時的に 436 店舗（約 97％）が休業を余儀なくされました。当社グループでは、直ちにこの状況に対応するため、危機管理委員会を

招集し、情報の共有と分析、対策の立案と実行に努めております。具体的には、感染予防対策として、全従業員の出勤時の検温

や本部従業員のリモートワークの実施、パチンコホールでは、体温計の設置、換気対応、パーテーションの設置等を実施していま

す。これらの対策を施した上で、6 月より全店が営業を再開しております。しかしながら、7 月以降の営業収入につきましては前年

対比 70％～ 80％程度の回復に留まっております。2021 年 3 月期は、当期利益黒字を確保しましたが、未だに新型コロナウイル

ス感染症が収束したとは言えず、依然先行きは不透明です。このような環境下、パチンコ事業は 2021 年６ 月以降緩やかな回復

が見込まれるものの、当期中に前々期の水準にまで回復することは難しく、連結営業収入は前々期（コロナ前）に対して 80％の水

準で推移すると仮定しておりますが、グループ全体のコスト構造を見直し、利益を継続して計上できる経営体制へと変革を進めて

まいります。 

 

当期における貸玉収入、景品出庫額、および営業収入の詳細については以下に記載の通りです。 

 

貸玉収入 

貸玉収入は、お客様に貸与したパチンコ玉やパチスロメダルに基づき受領した金額から未使用のパチンコ玉およびパチスロメダル

の金額を除外した金額を表しております。当社の貸玉収入は、2021 年 3 月期において 475,163 百万円（約 33,368 百万香港ドル

に相当）となりました。前期における 732,862 百万円（約 52,235 百万香港ドルに相当）と比較して 257,699 百万円（約 18,097 百万

香港ドル※）、35.2% ※の減少となりました。 

 

業態別の貸玉収入については以下に記載の通りです。 

 

高貸玉店舗における貸玉収入は、2021 年 3 月期において 263,337 百万円（約 18,493 百万香港ドルに相当）となりました。前期

における 410,270 百万円（約 29,242 百万香港ドルに相当）と比較して 146,933 百万円（約 10,318 百万香港ドルに相当※）、35.8% 

※の減少となりました。 

 

低貸玉店舗における貸玉収入は、2021 年 3 月期において 211,826 百万円（約 14,875 百万香港ドルに相当）となりました。前期に

おける 322,592 百万円（約 22,993 百万香港ドルに相当）と比較して 110,766 百万円（約 7,779 百万香港ドルに相当※）、34.3% ※

の減少となりました。 

 

景品出庫額 

景品出庫額は、お客様によって店舗で交換される G 景品と一般景品の原価の総額を意味します。当社の景品出庫額は、2021 年

3 月期において、378,022 百万円（約 26,546 百万香港ドルに相当）となり、前期における 590,943 百万円（約 42,120 百万香港ドル

に相当）と比較して、212,921 百万円（約 14,952 百万香港ドル※）、36.0%※の減少となりました。 

 

 



 

業態別の景品出庫額については以下に記載の通りです。 

 

高貸玉店舗における景品出庫額は、2021 年 3 月期において 215,682 百万円（約 15,146 百万香港ドルに相当）となりました。前期

における 340,651 百万円（約 24,280 百万香港ドルに相当）と比較して、124,969 百万円（約 8,776 百万香港ドル相当※）、36.7%※

の減少となりました。減少の主な要因は、貸玉収入が減少したことに伴うものです。 

低貸玉店舗における景品出庫額は、2021 年 3 月期において 162,340 百万円（約 11,400 百万香港ドルに相当）となりました。前

期における 250,292 百万円（約 17,840 百万香港ドルに相当）と比較して、87,952 万円（約 6,176 百万香港ドル※）、35.1% ※の減

少となりました。減少の主な要因は、貸玉収入が減少したことに伴うものです。 

 

パチンコ事業収⼊及び貸⽟収⼊対⽐ 

当社のパチンコ事業収入は、貸玉収入から景品出庫額を引いたもので、貸玉収入対比は営業収入を貸玉収入で割ったものです。

当社のパチンコ事業収入は、2021 年 3 月期において 97,141 百万円（約 6,822 百万香港ドルに相当）となりました。前期における

141,919 百万円（約 10,115 百万香港ドルに相当）と比較して、44,778 百万円（約 3,145 百万香港ドル相当※）、31.6%※の減少となり

ました。 

 

業態別のパチンコ事業収入および貸玉収入対比については以下に記載の通りです。 

 

高貸玉店舗におけるパチンコ事業収入は、2021 年 3 月期において 47,655 百万円（約 3,347 百万香港ドルに相当）となりました。

前期における 69,619 百万円（約 4,962 百万香港ドルに相当）と比較して、21,964 百万円（約 1,542 百万香港ドル※）、31.5% ※の

減少となりました。貸玉収入対比は、貸玉収入に対する景品出庫額の比率が減少したため、前期比で 1.1 ポイント上昇し 18.1%と

なりました。 

低貸玉店舗におけるパチンコ事業収入は、2021 3 月期において 49,486 百万円（約 3,475 百万香港ドルに相当）となりました。前期

における 72,300 百万円（約 5,153 百万香港ドルに相当）と比較して、22,814 百万円（約 1,602 百万香港ドル※）、31.6% ※の減少

となりました。貸玉収入対比は、高貸玉店舗同様、貸玉収入に対する景品出庫額の比率が減少したため、前期比で 1.0 ポイント上

昇し 23.4% となりました。 

 

パチンコ事業費用 

パチンコ事業費用は、2021 年 3 月期において、96,673 百万円（約 6,789 百万香港ドル）となりました。前期における 121,912 百万

円（約 8,689 百万香港ドル）と比較して、25,239 百万円（約 1,772百万香港ドル※ ）、20.7% ※の減少となりました。 

 

業態別のパチンコ事業費用については以下に記載の通りです。 

 

高貸玉店舗におけるパチンコ事業費用は、2021 年 3 月期において、44,407 百万円（約 3,118 百万香港ドル）となりました。前期に

おける 54,522 百万円（約 3,886百万香港ドル）と比較して、10,115 百万円（約 710 百万香港ドル※）、18.6% ※の減少となりました。 

低貸玉店舗におけるパチンコ事業費用は、2021 年 3 月期において、52,266 百万円（約 3,670 百万香港ドル）となりました。前期に

おける 67,390 百万円（約 4,803 百万香港ドル）と比較して、15,124 百万円（約 1,062 百万香港ドル※）、22.4% ※の減少となりまし

た。 

 

  



航空機リース事業 

当連結会計期間の航空機リース業界全体の経営環境は、新型コロナウイルス感染症の拡大により世界各国で航空機の運航が停

止され、世界中のリース会社にリース料繰延要請が出されるなど厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当社グループでは新たな航空機の購入を控え、前連結会計年度に購入した 3 機のリース資産管理を中心に、

今後の事業拡大に向けて組織強化に取り組んでおります。なお、当連結会計期間においては、リース料の繰延等は発生しておら

ず、業績に影響は発生しておりません。 

また、航空機のポートフォリオは、流動性が高いナローボディのみであり、平均機齢は 2.2 年と若く、リース契約の残存期間も 4.5

年と長いことから、機体売却・リマーケティング・減損リスク対応などでも相対的に優位性が高いポジションにあります。 

 

当連結会計期間における航空機リース事業収⼊および航空機リース事業費用の詳細については以下に記載の通りです。 

 

航空機リース事業収⼊ 

航空機リース事業収⼊は、2021 年 3 月期において、1,461 百万円( 約 103 百万⾹港ドルに相当)となりました。前期の 564 百万

円(約 40 百万⾹港ドルに相当)と⽐較して、897 百万円(約 63 百万⾹ 港ドル※)、159.0% ※の増加となりました。2021 年 3 月期

における航空機リース事業収⼊の増加の主な要因は、航空機 3 機が 1 年を通じてリース料収入を計上したことによるものです。 

 

航空機リース事業費用 

航空機リース事業費用は、2021年 3 月期において、891 百万円(約 63 百万⾹港ドルに相当) となりました。 

前期の 399 百万円(約 28 百万⾹港ドルに相当)と⽐較して、492 百万円(約 35 百万⾹港ドル※)、123.3% ※の増加となりました。 

 

一般管理費 

一般管理費は、2021 年 3 月期において、4,340 百万円（約 305 百万香港ドル）となりました。前期の 5,020百万円（約 358百万香

港ドル）と比較して 680 百万円（約 48 百万香港ドル※）、13.5% ※の減少となりました。 

 

その他の収入 

その他の収入は、2021 年 3 月期において、11,561 百万円（約 812 百万香港ドル）となりました。前期の 8,446 百万円（約 602 百万

香港ドル）と比較して、3,115 百万円（約 219 百万香港ドル※）、36.9％※の増加となりました。増加の主な要因は、政府等からの補

助金収入の受取りによります。 

 

その他の費用 

その他の費用は、2021 年 3 月期において、1,531 百万円（約 108 百万香港ドル）となりました。前期の 2,084 百万円（約 149 百万

香港ドル）と比較して、553 百万円（約 39 百万香港ドル※）、26.5％※の減少となりました。 

 

金融収益 

2021 年 3 月期における金融収益は前期の 461 百万円（約 33 百万香港ドル）から 175 百万円（約 12 百万香港ドル※）、38.0% ※

減少し、286 百万円（約 20 百万香港ドル）となりました。減少の主な要因は、預金利息の減少によるものです。 

 

金融費用 

2021 年 3 月期における金融費用は前期の 2,469 百万円（約 176 百万香港ドル）から 203 百万円（約 14 百万香港ドル※）、8.2%※

増加し、2,672 百万円（約 187 百万香港ドル）となりました。増加の主な要因は、借入金に係る支払利息の増加によるものです。 

 

※増減の記載は日本円をもとに比較したものであり、香港ドルをもとに比較したものではありません。  
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連結財務諸表の注記 

自 2020年 4月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 

 

1. 報告企業 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス（以下「当社」）は、2011 年 9 ⽉20 ⽇に⽇本の会社法に基づき設⽴された会社であ

ります。登記上の本社及び⽇本の主たる事業所は、〒116–0013 東京都荒川区⻄⽇暮⾥⼆丁⽬25 番 1–702 号、⾹港の主たる

事業所は、Unit1, 32nd Floor Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong であります。2012年 8⽉6⽇から、⾹港証券

取引所（以下「証券取引所」）のメインボードに上場しております。 

当社グループの連結財務諸表は、2021 年 3 ⽉31 ⽇を期末⽇とし、当社及び連結⼦会社によって構成されております。当社グル

ープは、『パチンコ事業』と『航空機リース事業』の 2 つの報告セグメントを特定して、主な報告セグメントとして記載しております。 

当社グループの連結財務諸表は、2021 年 5⽉26⽇に、取締役会の承認がなされております。当社の取締役の⾒解としては、2021 

年 3 ⽉31 ⽇時点で、佐藤洋治⽒及び佐藤⼀族は当社の最終⽀配関係者であります。 

 

2. 財務諸表作成の基礎 

当社グループの連結財務諸表は、IFRS、⾹港証券取引所の上場規則及び⾹港会社法が要求する開⽰事項に準拠して作成して

おります。連結財務諸表は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する⾦融資産及び投資不動産を除き、取得原価を基礎と

して作成しております。 

 

3. ⾒積り及び判断の利⽤ 

連結財務諸表の作成にあたり、経営者は、資産、負債、収益及び費⽤の⾦額に関する⾒積り、判断及び仮定を⾏う必要がありま

す。将来において、これらの⾒積りとは異なる結果となる可能性があります。⾒積り及び仮定は、経営者により継続して⾒直されて

おります。これらの⾒積りの⾒直しによる影響は、その⾒積りを⾒直した期間に認識しております。⾒積もりの⾒直しが、現在及び

将来の期間に影響する場合には、それ以降の将来期間に渡っても認識しております。 

 

4. 表⽰⽅法の変更 （航空機リース事業に関する収益及び費⽤） 

従前、当社グループは、連結損益計算書上、航空機リース事業に関する収益を「その他の収⼊」に、費⽤を「その他の費⽤」に含

めて表⽰しておりました。 

当連結会計期間より、航空機リース事業の事業規模の拡⼤に伴い、航空機リース事業に関する収益及び費⽤が増加したため、経

営管理者は航空機リース事業をパチンコ事業と並ぶ主たる事業と認識して、サービスタイプ別に『パチンコ事業』と『航空機リース

事業』の 2 つの報告セグメントを特定して、主な報告セグメントとして記載しております。また、従前「営業費⽤」として表⽰されてい

たパチンコ事業の費⽤は、当連結会計期間より、「パチンコ事業費⽤」として表⽰する⽅法に変更しております。 

この表⽰⽅法の変更を反映させるため、前連結会計期間の「その他の収⼊」564 百万円を「航空機リース事業収⼊」として、「その

他の費⽤」399 百万円を「航空機リース事業費⽤」として、それぞれ組み替えて表⽰しております。 

この表⽰⽅法の変更が、前連結会計期間及び当連結会計期間の営業利益及び当期利益に与える影響はありません。 

 

5. 新しい IFRS基準書及び解釈指針の適⽤ 

2021 年 4⽉1⽇に開始する会計期間において、下記の IFRS 基準書及び解釈指針を適⽤しておりますが、経営成績及び財政状態

に与える重要な影響はありません。 

–IFRS 第 3 号（修正） 企業結合 

–IAS 第 1 号（修正） 財務諸表の表⽰ 

–IAS 第 8 号（修正） 会計⽅針、会計上の⾒積りの変更及び誤謬 

  



 

6. 未適⽤の公表済み基準書及び解釈指針 

当社グループの連結財務諸表の承認⽇までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設⼜は改訂は次のとおりであり、

2021 年３⽉31⽇現在において、当社グループでは、これらを早期適⽤しておりません。 

当社グループは既にこうした未発効の新規の IFRS の適⽤が連結財務諸表に与える影響について評価を開始しておりますが、現

時点で影響額を⾒積もることは困難であります。 

 

7. 営業収⼊ 

 

  



 

8. セグメント情報 

経営管理者は最⾼経営意思決定者によりレビューされた戦略的意思決定を⾏うために利⽤される報告書を基に事業セグメントを

決定しました。最⾼経営意思決定者は会社の業務執⾏取締役となります。業務執⾏取締役はサービスの観点から事業を検討し、

資産配分と業績評価⽬的で全社経費調整前の税引前利益の測定を基に事業セグメントの業績を査定します。これらの報告書は

連結財務諸表と同じ⽅法で作成されます。 

従前、当社グループの事業は、経営の観点から、⽇本でのパチンコホール営業という単⼀の地理的区分での単⼀の事業として特

定されており、最⾼経営意思決定者への定期的な報告は、パチンコホール営業の単⼀セグメントとしておりました。 

当連結会計期間より、航空機リース事業の事業規模の拡⼤に伴い、航空機リース事業に関する収益及び費⽤が増加したため、経

営管理者は航空機リース事業をパチンコ事業と並ぶ主たる事業と認識して、サービスタイプ別に『パチンコ事業』と『航空機リース

事業』の 2 つの報告セグメントを特定して、主な報告セグメントとして記載しております。 

地域に関する情報においては、航空機リース事業の外部顧客からのセグメント収⼊及び⾮流動資産(⾦融商品及び繰延税⾦資産

を除く）の地理的区分は、それぞれ事業活動の所在地及び資産の地理的な所在地に基づいて、『欧州』として表⽰しております。

『航空機リース事業』以外の事業活動の外部顧客からのセグメント収⼊及び⾮流動資産(⾦融商品及び繰延税⾦資産を除く）の地

理的区分は、『⽇本』として表⽰しております。 

前連結会計年度については、遡及修正しております。 

セグメント資産は、主に有形固定資産、使⽤権資産、投資不動産、無形資産、棚卸資産、景品、リース債権、売上債権、その他の

流動及び⾮流動資産、現⾦及び預⾦から構成されます。⾮流動資産は有形固定資産、使⽤権資産、無形資産及び⻑期前払費⽤

で構成されます。全社経費及び法⼈所得税費⽤はセグメント利益に含まれません。 

 

当連結会計年度及び前連結会計年度に、業務執⾏取締役に提供されたセグメント情報は以下のとおりです。 



 

  



 

 

 



 

 

9. パチンコ事業費用 

 

10. 航空機リース事業費用 

 

11. 一般管理費 

 

12. 取締役報酬を含む人件費 

 

 

 

  



 

13. その他の収入及びその他の費用 

 

  



 

14. 金融収益 

 

15. 金融費用 

 

 

  



16. 法人所得税費用 

 

17. 配当金 

 

  



 

18. 1 株当たりの当期利益 

 

19. 売上債権 

売上債権の通常の回収期間は、30 ⽇以内であります。 

 

20. 仕入債務及びその他の債務 

 

  



 

21. 自己株式 

発⾏済株式総数に含まれる⾃⼰株式は、下記のとおりです。 

 

 

 

  



 

コーポレートガバナンス 

当社は、慎重な経営で一貫したコーポレートガバナンス及び企業責任の原則のために全⼒を尽くす決意があります。取締役会は、

かかる決意によって、⻑期的な株主価値の向上に資すると考えております。 

当社は、香港証券取引所の証券上場適用規則（以下「上場規則」といいます）の付属書類 14 に含まれるコーポレートガバナンスコ

ード（以下「CG コード」という）に定める原則を適用し、かつ、全てのコード規定を自社のコーポレートガバナンスコードとして採択し

ております。 

 

コーポレートガバナンスコードの遵守 

取締役会は、報告対象期間において当社が以下を除いては CG コードに定める原則を適用し、かつ、全ての適用 CG コード規定を

遵守したと考えております。 

 

CG コード規定第 E.1.3 条 

CG コード規定第 E.1.3 条は、定時株主総会（以下「定時総会」といいます）の通知は、少なくとも定時総会の中 20 営業⽇前まで

に株主に対して送付すべき旨を定めております。2020 年 3⽉期についての定時総会は、2020 年 6⽉24⽇に開催され、定時総会の

通知は同年 6 ⽉2 ⽇に発送されました。これは、当社の定款で定める 21 ⽇前という最低の通知期間を遵守しておりますが、定時

総会の中 20 営業⽇前には⾜足りませんでした。 

会社法及び当社の定款において、当社は各事業年度の終了後 3か⽉以内（すなわち、2020年 6⽉30⽇まで）に定時総会を開催す

ることを義務付けられておりました。また、会社法は、定時総会の通知を⽇本の⼀般に認められた会計原則に基づき作成され、取

締役会の承認を得なければならない監査済み財務諸表と併せて送付しなければならないことを義務付けております。⼀⽅、当社

の年次報告書は、上場規則に従い国際財務報告基準に基づき作成された監査済みの財務諸表を含んでいなければなりません。

その結果、株主に送付された定時総会の通知と一緒に送付される年次報告書を完成させるためにより多くの時間が必要となった

のです。 

なお、報告対象期間についての定時総会は 2021 年 6 月 24 日に開催され、定時総会の通知は本年 6 月 2 日に発送される予定で

す。これは、CG コード規定第 E.1.3 条の要請する定時総会の中 20 営業日前には足りませんが、上記と同じ理由に基づく対応と

なります。 

 

CG コード規定第 A.2.1 条 

CG コード規定第 A.2.1 条は、取締役会議⻑と代表執行役を異なる人が担うことを求めています。報告対象期間中、佐藤公平⽒は

2020 年 4 月 26 日まで取締役会議⻑と代表執行役の両方の役割を兼務しておりました。しかし、取締役会は、佐藤公平⽒が取

締役会議⻑と代表執⾏役を兼務することで、当社及び当社の⼦会社の成⻑のために強⼒で一貫したリーダーシップを発揮するこ

とができ、当社と当社株主にとって有益なものだったと考えております。更に取締役会では、取締役の過半数が独⽴⾮業務執⾏取

締役で構成されていたことから、職務権限の均衡は担保されていたと考えております。 

2020 年 6 月 24 日以降、坂本誠氏が取締役会議⻑と代表執⾏役を兼務しております。しかし、取締役会は、前段落で述べたのと

同じ理由で、当社と当社株主にとって有益なものであるとともに、職務権限の均衡は担保されていると考えております。 

 

取締役による証券取引に関したモデルコード及び「インサイダー取引防⽌規程」の遵守 

当社は、取締役による当社の上場証券取引に関する⾏為規範として、上場規則の付属書類 10 に定められているモデルコード及

び「インサイダー取引防⽌規程」を採⽤しております。「インサイダー取引防⽌規程」は、モデルコードに加えて、当社グループの未

公表の内部情報を保有する可能性の高い取締役、執行役及び従業員の証券取引について、2014 年 4⽉1⽇付けで当社において

策定され、採⽤されました（2020 年 2 月 27 日に最終改正）。当社は、全取締役に対して具体的な質問を⾏いました。そして、全取

締役は、モデルコード及び「インサイダー取引防⽌規程」が定める義務規定を報告対象期間中遵守したことを確認しました。 

 



 

後発事象 

報告対象期間終了後本年次報告書の作成日まで、当社グループに影響を及ぼす重大な事象は発生しておりません。 

 

監査委員会および財務諸表の確認  

当社は上場規則の定めに従い監査委員会を設置しております。監査委員会は、神⽥聖人氏(議長) Thomas Chun Kee YIP（トーマ

ス・チュン・キー・イップ）氏及び加藤公司氏の 3 名の独立非業務執行取締役で構成されます。 

 

監査委員会の主な職務は、監査方針・監査計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告書の作成、財務情

報の審査、監査人の報告書の審査、内部監査部門の報告書の審査、財務報告プロセス、内部統制及びリスク管理制度の監督、

その他取締役会から与えられた職務や責任を果たすことです。 

 

期末配当 

2021 年 5 月 26 日、取締役会は普通株式一株当たり 2 円の期末配当を決定しました。期末配当金の支払は、2021 年 6 月 7 日の

営業時間終了時点の株主名簿上の株主に対して 2021 年 6 月 25 日に行われます。2021 年 5 月 26 日現在の発行済株式が

752,701,296株である前提に立つと、期末配当金の支払い総額は約 1,505百万円(約 106百万香港ドル相当)となる予定です。配当

金を放棄した又は放棄する事に同意した株主はおりません。  

上記に開示されている場合を除き、当社およびその子会社は、報告期間中に当社の上場有価証券を購入、売却、または償還して

いません。 

 

決算及びアニュアルレポートの公表  

本決算アナウンスメントは証券取引所(http://www.hkexnews.hk)及び当社(http://www.dyjh.co.jp)のウェブサイト上で行われます。

上場規則で要求される全ての情報を含む当社の 2021 年 3 月期のアニュアルレポートは、希望する株主に発送されると共に前記

ウェブサイト上で閲覧可能となります。 

 

 

取締役会の命を受けて      

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 

取締役会議長 坂本 誠      

 

2021 年 5 月 26 日、日本国、東京 
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坂明氏、当社の独立非業務執行取締役は、加藤光利氏、トーマス・チュン・キー・イップ（Thomas Chun Kee YIP）氏、村山啓氏、神

田聖人氏及び加藤公司氏です。 


