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香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公表文の内容について一切責任を負わず、本
公表文の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本公表文の内容の全部または
一部から発生し、または、それを信頼したことによるあらゆる損失に関する責任を明示的に否
認します。 
 

 
 
 

 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 
(日本で設立された有限責任会社) 

(証券コード: 06889) 

 

航空機の取得に関する要開示取引 
航空機の売買契約 

 

本件航空機売買契約 

 

2019年 8月 8日に Dynam Aviationが Vermillion と本件航空機売買契約を締結し、同契約

に基づいて Vermillionは本件航空機を売却することに合意し、当社は本件航空機を購入する

ことに合意しましたのでお知らせ致します。本件取引のクロージング後、Vermillion と Dynam 

Aviation は、本件更改契約を締結し、同契約に基づいて Vermillion は本件航空機売買契約

に基づく権利･義務の主体を本件更改契約日から Dynam Aviation に変更することに合意し、

（新レッサーとなる）Dynam Aviation は本件更改契約日より本件航空機リース契約上の

Vermillion の権利･義務を承継することに合意します。 

 

上場規則上の意味 

 

本件航空機売買契約について、上場規則の第 14.07 条に基づく一つ以上のパーセンテージ

比率が 5%超 25%未満であるため、本件取引は当社の要開示取引となり、上場規則第 14 章に基

づく公表をしなければなりません。 

 

 

本件航空機売買契約 

 

2019年 8月 8日に Dynam Aviationが Vermillion と本件航空機売買契約を締結し、同契約に

基づいて Vermillion は本件航空機を売却することに合意し、当社は本件航空機を購入すること

に合意しましたのでお知らせ致します。本件取引のクロージング後、Vermillion と Dynam 

Aviationは、本件更改契約を締結し、同契約に基づいて Vermillion は本件航空機売買契約に基

づく権利･義務の主体を本件更改契約日から Dynam Aviation に変更することに合意し、（新レ

ッサーとなる）Dynam Aviation は本件更改契約日より本件航空機リース契約上の Vermillion

の権利･義務を承継することに合意します。 

 

日付: 2019年 8月 8日 

 

当事者 

 

(1) 買主：当社が間接的に完全保有する Dynam Aviation 
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(2) 売主：Vermillion 

 

取得する航空機: 本件航空機 

 

当社は、機密保持義務を負っており、Vermillion の同意書を取得しない限り、本件航空機売

買契約の諸条件を第三者に開示することができません。上場規則第 14章によって通常義務付け

られる開示義務を当社が順守するにあたり、当社は、本件取引の本件対価と本件取引前 2 事業

年度分の本件航空機からもたらされた純利益を除く本件航空機売買契約の条件を開示すること

につき、Vermillion より同意を取得しました。 

 

当社は、仮に当社が対価を開示することを義務付けられたとしたら、Vermillion を含む航空

機業界の売主は当社と本件航空機売買契約を締結せず、当社は Vermillion Aviation を含む航

空機業界の売主と同種の取引を将来的に行うことができなくなる可能性が高くなると考えてお

ります。よって、かかる開示をすることは、当社および当社株主全体の利益になりません。 

 

 さらに、本件取引の前に本件航空機に係る現在のリースからもたらされた純利益を決定する

ことはできません。なぜなら、それは Vermillion のコスト構造と Vermillion の財務諸表上の

本件航空機の正味帳簿価額次第だからです。かかる情報は商業的に機微な情報であり、当社が

入手することはできません。 

 

 よって、当社は、本件取引の対価と本件取引前 2 事業年度分の本件航空機からもたらされた

純利益の開示に関する上場規則第 14.58 条(4)および第 14.58 条(7)の順守の免除を求める申請

を行い、香港証券取引所はかかる免除申請を認めました。 

 

その代わりに、当社は本件航空機の鑑定価格（以下「市場評価額」という）と推定税引前利

益（以下「推定利益」という）を開示いたします。 

 

独立鑑定人より取得した本件航空機の市場評価額は、約 48.94 百万米ドル（約 381.73百万香

港ドル相当）です。取締役会は、市場評価額は本件対価と同等であると考えております。 

 

「関連当事者取引:原競業禁止証書の修正案、および、重要取引かつ継続的関連当事者取引：

協力枠組契約書」に関する 2018年 11月 28日付けの当社の招集通知の中には、「資金調達費用

と航空機への期待投資利回りを比較すると、航空機リース事業の株主資本利益率は、リースす

る航空機のモデルおよび条件次第で 5％から 10％となると考えております。 

 

本件航空機に関する年間のリース債権から減価償却費、支払利息その他の取引費用等の諸費

用（売却費用、一般管理費を除く）を控除した金額に基づき算出された推定利益は、約 1 百万

米ドルです。投資の 70％を借入れる前提に立つと、推定利益は年 6.6%の株主資本利益率となり

ます。よって、本件航空機投資による期待株主資本利益率は、当社の想定に沿っております。 

 

取締役会は、本件対価の決定は、市場評価額および本件取引の全条件およびマーケットの状

況を勘案し、公正な第三者間の取引ベースで決定されたと考えております。 

 

停止条件 

 

本件取引のクロージングは、当事者の満足のいく形式･内容の書類の提供、リースの更改およ

び修正証書および/または付随契約を当事者が適切に締結したこと等の所定の条件を関係当事

者が充足したか放棄したことを条件とします。 
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支払条件および引渡条件 

 

本件航空機の本件対価の支払いは、本件取引のクロージング前の 2019 年 9 月 30 日までに行

われることが見込まれています。 

 

本件取引のクロージングの際、Vermillion と Dynam Aviation は、本件更改契約を締結し、同

契約に基づいて Vermillion は本件航空機売買契約に基づく権利･義務の主体を本件更改契約日

から Dynam Aviationに変更することに合意し、（新レッサーとなる）Dynam Aviation は本件更

改契約日より本件航空機リース契約上のVermillionの権利･義務を承継することに合意します。 

 

資金源 

 

本件対価には、手元資金、当社グループの借入による収得金および当社の事業運営からもた

らされる現金が充てられました。 

 

本件取引を行う理由 

 

当社と当社の支配株主である Sato Aviation Capital Limited との間で締結された協力枠組

契約に関する 2018年 9月 26日付けの当社の公表文と 2018年 11月 28日付けの招集通知を御確

認下さい。当該協力枠組契約に基づき、同契約上の当事者は、航空機リース事業、すなわち、

(a)航空機の取得、(b)航空機のリース（オペレーティングリースおよびファイナンスリース（セ

ール＆リースバック取引における資金手当上の取決めを含む）を含む）、ならびに、(c)航空機

の処分事業、について相互に協力することを条件付きで合意しました。 

 

当社の 2019 年 3 月期（以下「2019 年 3 月期」という）に関するアニュアルレポートで明ら

かにされておりますように、パチンコホール業界は高貸玉店舗での客数減による引き続き厳し

い経営環境に直面しております。他方、高貸玉店舗の営業収入が 2019年 3月期の営業収入総額

の大半を占めております。そこで、当社グループの長期にわたる成長を支援していくためには、

パチンコ事業を継続していく一方で、新規事業に乗り出す必要があると考えております。さら

に、既存のパチンコ事業からの安定した収入がある当社には新規事業を発掘して収入源を多様

化する能力があると考えております。 

 

2018 年にボーイング・コマーシャル・エアプレインが発出したボーイングの現況市場見通し

レポート（2018－2037）によれば、世界の航空輸送は今後 20 年に渡り毎年 4.7%の伸び率が予

測されています。航空機リースの需要が毎年大きく発展しており、グローバル市場に潤沢な流

動性資産が存在することに加え、国際観光客の数の増加傾向に鑑み、当社グループは、航空機

リース事業が隆盛しており今後 20 年間安定したペースで成長を続けると考えております。 

 

取締役会は、本件航空機売買契約の条件は公正かつ合理的で当社および当社株主全体の利益

に適うと考えております。取締役会は、本件航空機売買契約が当社の通常の事業運営の中で締

結されたもので、本件取引は当社の事業運営および財務状況に重大な悪影響を及ぼすものでは

ないと考えております。 

 

当社グループおよび Vermillion の情報 

 

当社グループは主にパチンコホール事業を行っております。 

  

取締役会の知る限り、Vermillionは主に航空機リース事業を行っております。 
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取締役会の知りうる限り、Vermillion とその究極の受益的所有者は、当社および当社の関連

当事者から独立した第三者です。 

 

上場規則上の意味 

 

本件航空機売買契約について、上場規則の第 14.07 条に基づく一つ以上のパーセンテージ比

率が 5%超 25%未満であるため、本件取引は当社の要届出取引となり、上場規則第 14章に基づく

公表をしなければなりません。 

 

定義 

 

本公表文において、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の表現は以下の意味を有するも

のとします。 

 

「本件航空機」 エアバス A320-271N 型機 1機 

 

「本件航空機リース契約」 本件航空機のリースに関して Vermillion（レッサーとして）

とレッシーとの間で以前締結された航空機リース契約 

 

「本件航空機売買契約」 Vermillion と当社（当社が完全保有する特別目的ビークル（買

主として）を通じて）との間で 2019 年 8月 8日に締結された

航空機売買契約。これに基づき、Vermillion は本件航空機の

売却に合意し、当社は本件航空機の購入に同意する 

 

「取締役会」 当社の取締役会 

 

「当社」 日本法に基づき有限責任で設立された株式会社ダイナムジャ

パンホールディングス。その株式は香港証券取引所のメイン

ボードに上場する 

 

「関連当事者」 上場規則に定める意味を有する 

 

「本件対価」 本件航空機の購入に関して Dynam Aviation が Vermillion に

支払う実際の対価 

 

「Dynam Aviation」 当社が間接的に完全所有する Dynam Aviation Ireland One 

Limited 

 

「当社取締役」 当社の取締役 

 

「当社グループ」 当社およびその子会社 

 

「香港ドル」 香港の法定通貨である香港ドル 

 

「香港」 中華人民共和国香港特別行政区 

 

「上場規則」 

 

香港証券取引所の証券上場に適用される規則 

「本件更改契約」 クロージングより前に合意され本件取引のクロージングの際
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に同時に締結される更改証書。これにより、本件航空リース

契約上の Vermillion の権利･義務は Dynam Aviation へ承継さ

れ、Dynam Aviationは本件航空機リース契約上の Vermillion

の権利･義務を承継する。 

 

「当社株主」 当社の株主 

 

「香港証券取引所」 香港証券取引所 

 

「本件取引」 本件航空機売買契約で企図されている取引 

 

「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨である米ドル 

 

「Vermillion」 

 

アイルランド法に基づき設立された私的株式会社 Vermillion 

Aviation (Two) Limited 

 

「%」 パーセント 

 

 
本公表文中の米ドル建ての金額が香港ドルに換算されている場合、それは 1米ドル＝7.80 香

港ドルの換算レートに基づいております。ただし、かかる換算は、かかるレート等で米ドル金
額が香港ドルに換算されたこと、または、換算できたことの表明とは解釈されないものとしま
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 佐藤公平 
2019 年 8月 8日、日本国、東京 

 

本公表文の作成日において、当社の取締役兼執行役は佐藤公平氏、当社の非業務執行取締役

は佐藤洋治氏、藤本達司氏及び牛島憲明氏、当社の独立非業務執行取締役は高野一郎氏、加藤

光利氏、トーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)氏、村山啓氏及び神田聖人氏

です。 

 

 
 

 
 


