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 香港証券取引決済所及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

正確性又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又は一部から発生し、又は、
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) 

 
関連当事者取引 

第二補足証書及び新協力枠組契約 
 

(i)当社、当初誓約者及び追加誓約者が原証書を修正するために締結した第一補足証書、及
び、(ii)当社と SAC 航空機リースメンバーが締結した旧協力枠組契約に関する 2018 年 9 月 26

日付け及び同年 11 月 21 日付けの当社の公表文と 2018 年 11 月 28 日付けの当社の招集通知に
関してお知らせします。 

 

 さらに、原証書の当初誓約者の一人であった佐藤清隆氏が 2018 年 10 月 3 日に当社の株式を

すべて売却したことに関する 2018 年 10 月 5 日付けの当社の公表文に関してもお知らせしま
す。 

 

第二補足証書及び新協力枠組契約 

 

2020 年 4 月 29 日（取引時間終了後）、(1)当社（自社のため及び当社グループの受託者とし

て）と誓約者とが原証書を修正するための第二補足証書を締結し、(2)当社（自社のため及び当
社グループの受託者として）と DAIL とが SAC 航空機リースメンバーと新協力枠組契約を締結

しましたので、お知らせします。 

 

上場規則の適用内容 

 

上場規則上、SAIL を除く各誓約者は当社の主要株主であることから当社の関連当事者となり
ます。本公表文作成日時点において、SAC は 30%を超える当社の発行済み株式を保有している

ことから上場規則に定める当社の関連当事者です。 

 

よって、上場規則の第 14A 章に従って、第二補足証書及び新協力枠組契約の締結、は当社の
関連当事者取引となり、上場規則に基づく報告、公表及び独立株主の承認取得の義務に服しま

す。 

 

独立株主に第二補足証書及び新協力枠組契約について助言をするために、独立取締役委員会
が組成されました。第二補足証書及び新協力枠組契約について独立取締役委員会及び独立株主

に助言を行う独立財務アドバイザーの任命も行われました。 

 

独立株主は、2020 年 6 月 24 日に開催される定時株主総会で第二補足証書及び新協力枠組契
約を検討し、適当と考えた場合にそれらを承認する決議を行います。 
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  (a)第二補足証書及び新協力枠組契約の詳細、(b)独立取締役委員会及び独立株主に対する独

立財務アドバイザーの助言、及び、(c) 独立取締役委員会の勧告書等を記載した招集通知が、
2020 年 6 月 2 日までに当社株主宛てに発送される予定です。招集通知に含まれる情報の準備

に時間がかかるため、招集通知の発送は、本公表文が掲載されてから 15 香港営業日以内には
行われません。 

 

背景 

 

(i)当社、当初誓約者及び追加誓約者が原証書を修正するために締結した第一補足証書と(ii)当
社と SAC 航空機リースメンバーが締結した旧協力枠組契約に関する 2018 年 9 月 26 日付け及

び同年 11 月 21 日付けの当社の公表文と 2018 年 11 月 28 日付けの当社の招集通知についてお
知らせします。 

 

原証書によると、各当初誓約者は、原証書の有効期間中、以下を行わないこと等を確約しま

した。 

 

(i) 当社グループが遂行し又は遂行する計画のある事業と直接又は間接に競業関係に立ち
又は競業関係に立つ可能性のある活動や事業（以下「禁止事業」といいます）への参

加、権益保有、従事、取得又は保有を行わないこと、 

 

(ii) 禁止事業と競業する取引の機会の提供を受けた場合には、可能な限り速やかに、かか
る取引の機会について当社に通知してかかる情報を提供しなければならないこと。さ

らに、当社がかかる取引の機会を追求する決定をしたかどうかに関わらず、各当初誓
約者は、かかる機会に着手することを許されていません。 

 

以下、上記の確約を併せて「本件確約」といいます。 

 

第一補足証書に従い、SAC 航空機リースメンバー、すなわち、SAC と SAIL は、原証書の追

加誓約者となったため、原証書の内容に拘束されます。 

 

さらに、第一補足証書は、本件確約の例外となる範囲を拡大し、以下が新たな例外に含まれ
ます。 

 

(i) SAC 航空機リースメンバーとそれぞれの関連者（当社グループ以外）が旧協力枠組契約

に従って遂行する活動又は事業、及び 

 

(ii) SAC 航空機リースメンバーとそれぞれの関連者（当社グループ以外）による、(i)航空機
リース事業を実施又はそれに従事する会社、(ii)航空機、及び、(iii)航空機リースの取得、

保有及び処分。 

 

以下、これらの例外を「第一補足証書の例外」と総称します。 

 

 原証書の当初誓約者の一人であった佐藤清隆氏が 2018 年 10 月 3 日に当社の株式をすべて売
却して当社の株式を保有しなくなったことに関する 2018 年 10 月 5 日付けの当社の公表文につ

いてもお知らせします。原証書にしたがい、原証書下の誓約者の義務は誓約者及び/又はその
関連者が、個別にみても合算しても、当社の株式を保有しなくなった日に失効します。2019

年 8 月に佐藤清隆氏は逝去しました。 
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第二補足証書 

 

2020 年 4 月 29 日（取引時間終了後）、当社（当社のため及び当社グループの受託者として）

と誓約者とが原証書を修正するための第二補足証書を締結しましたのでお知らせ致します。 

 

(i) 第二補足証書に基づき、第一補足証書の例外が以下と置き換えられました。 

「(a) SAC 航空機リースメンバー及びそれぞれの関連者（当社グループメンバー以外）

による、第一補足証書より以前の(i)航空機リース事業実施会社、(ii)航空機、及び、(iii)

航空機リースに対する権益・持分の取得、保有及び処分 

 

(b) 第二補足証書の締結日より前に旧協力枠組契約に従って SAC航空機リースメンバー

及びそれぞれの関連者（当社グループメンバー以外）が行った全ての活動又は事業 

 

(c)新協力枠組契約に従って SAC 航空機リースメンバー及びそれぞれの関連者（当社グ

ループメンバー以外）が行う全ての活動又は事業。」 

 

(ii) 誓約者と当社は第二補足証書に基づき、原証書に基づく佐藤清隆氏の義務及び確約か

ら同氏を解放・免除し、かつ、同氏を原証書下の誓約者から除外することに同意・確
認する。 

 

第二補足証書の諸条件 

 

第二補足証書は以下の諸条件が 2020 年 6 月 30 日までに充足されたことを条件として効力

を生じます。 

(a) 当社が第二補足証書及び新協力枠組契約につき独立株主の承認を取得したこと、 

(b) 新協力枠組契約が SAC 航空機リースメンバー、DAIL 及び当社によって適切に締結され
たこと、ならびに 

(c) 第二補足証書と新協力枠組契約の締結及びそれらに基づく取引の実行に関して当社が必
要と考える、日本、香港その他の関係政府機関及びその他の第三者（香港証券取引所等

を含む）からの全ての同意、承認、許可及び認可を当社の受諾できる条件で取得できた
こと。 

 

新協力枠組契約 

 

2020 年 4 月 29 日（取引時間終了後）、当社（当社自身のため及び当社グループの受託者と

して）、DAIL 及び SAC 航空機リースメンバーが新協力枠組契約を締結し、同契約の規定に従
って相互に協力することに合意しましたので、お知らせ致します。 

 

新協力枠組契約の諸条件 

 

新協力枠組契約は以下の諸条件が 2020 年 6 月 30 日までに充足されたことを条件として効

力を生じます。 

(a) 当社が第二補足証書及び新協力枠組契約につき独立株主の承認を取得したこと、 

(b) 第二補足証書が誓約者と当社によって適切に締結されたこと、ならびに 

(c) 第二補足証書と新協力枠組契約の締結及びそれらに基づく取引の実行に関して当社が必

要と考える、日本、香港その他の関係政府機関及びその他の第三者（香港証券取引所等
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を含む）からの全ての同意、承認、許可及び認可を当社の受諾できる条件で取得できた

こと。 

 

契約期間 

 

新協力枠組契約は、新協力枠組契約の諸条件全てが充足された時に効力を生じます。 

 

新協力枠組契約は、当事者が他方当事者に対して契約期間が満了する最低 90 日前に契約を
更新しない旨の通知書を提供しないかぎり、3 年ずつ自動的に更新されるものとします。 

 

新協力枠組契約に基づく取引機会 

 

新協力枠組契約上、「取引機会」とは以下の機会を意味します。 

(i) 航空機又は航空機に係る権益の取得  

(ii) 航空機リースの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調達の取

り決めを含む） 

(iii) 航空機リースのオペレーティングリース 

(iv) 航空機の処分 

(v) 航空機会社の持分取得 

(vi) 航空機会社の持分処分  

(vii) 航空機会社となるジョイント・ベンチャーの組成 

(viii) 上記(i)から(vi)の複数の取引機会、又は、 

(ix) 上記(i) から (vi)の一つ又は複数の取引機会に関する入札 

 

行動方針 

 

取引機会が生じた場合、ダイナムメンバーは、独立取締役の決定に従い、以下の行動方針

（以下「行動方針」といいます）の中から選択することができます。 

 

(a) 取引機会を承認してそれに取り組み、又は、進める。自社単独か第三者と共同してかは問
わない。上場規則及び適用法令の順守を前提とする。 

 

(b) (航空機会社の持分の取得又は処分の場合) 取引機会を承認し、SAC 航空機リースメンバー

とともに（二つの別個の事業体として）それに取り組み、又は、進める。上場規則及び適
用法令の順守を前提とする。 

 

(c) 取引機会を承認し、SAC 航空機リースメンバーと共同で会社（以下「特別目的ビークル」

といいます）を組成し、特別目的ビークルが取引機会に取り組み、又は、進めることを認
める。上場規則及び適用法令の順守を前提とする。 

 

(d) 取引機会を却下し、SAC 航空機リースメンバーに紹介し、SAC 航空機リースメンバーが取

引機会に取り組み、又は、進めることに同意する。 

 

(e) 取引機会を却下し、SAC 航空機リースメンバーが取引機会に取り組み又は進めることを許
さない。 

 

当社又はDAIL の取引機会 

 

以下の詳細について判明している取引機会をダイナムメンバーが受領又は認識した場合で、 
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(a)  取引機会の対象 

(b)  取引機会に係る対価の見積もり 

(c)  取引相手の身元  

 

当該ダイナムメンバーが SAC 航空機リースメンバーと一緒に当該取引機会に取り組むことを

決めるか、又は、それを SAC 航空機リースメンバーに紹介することを決めたときは、当該ダイ
ナムメンバーは、取引機会が発生した月の月次報告書（又は取引機会の発生がその月の 15 日

以降である場合、当該取引機会が発生した月の翌月の月次報告書）を提出する形でダイナム取
引機会通知書を DAIL の勧告書と一緒に独立取締役に提出し、取引機会を独立取締役に付託し

なければなりません。 

 

取引相手がダイナムメンバーに対してできる限り早期に取引機会を進めることを希望してい
る旨連絡し、又は、取引相手が取引機会の遂行に期限を課したため、独立取締役が月次報告書

を参照してダイナム取引機会通知書及び DAIL の勧告書を検討するのが実務上実行不可能であ
ると当該ダイナムメンバーが考えた場合、DAILの取締役は、できる限り早く特別報告書を作成

し、独立取締役にダイナム取引機会通知書、DAILの勧告書及び特別報告書を提出して取引機会
を独立取締役に付託しなければなりません。 

 

ダイナム取引機会通知書を受領後 30 日以内に、独立取締役は、月次報告書又は特別報告書

中の当該取引機会の情報を参照して DAIL の勧告書に同意するか同意しないかを検討しなけれ
ばなりません。独立取締役は、独立取締役が十分な情報に基づく決定を行うことができるよう

にするため、いつでも DAIL に対して追加情報を求め、又は、第三者作成に係る取引機会と各
行動方針の分析報告書を要求することができます。 

 

SAC 航空機リースメンバーの取引機会又はダイナム/SAC 航空機リースメンバーの取引機会 

 

以下のいずれかの事象（以下「本事象」といいます）が発生した場合、 

(a) SAC 航空機リースメンバーがある取引相手との取引機会を受領又は認識した 

(b) ダイナムメンバーと SAC 航空機リースメンバーがある取引相手との同一の取引機会を

個々別々に受領又は認識した 

(c) ダイナムメンバー又は SAC 航空機リースメンバーがダイナムメンバーと SAC 航空機リー

スメンバーが共同で参加することを求める内容の取引相手との取引機会を受領又は認識
した 

 

ダイナムメンバー及び/又は SAC 航空機リースメンバーは、下記の手順をふまなければなり

ません。 

 

SAC 航空機リースメンバーの取引機会 

 

上述の本事象(a)の場合、当該SAC 航空機リースメンバーは取引相手に原証書及び新協力枠組
契約について知らせ、当該取引機会の詳細を当社へ開示することの同意を当該取引相手から取

得しなければなりません。 

 

取引相手が取引機会の詳細を当社に開示することに不同意の場合、SAC 航空機リースメンバ
ーは、取引相手がかかる決定を知らせてきた日から 5 営業日以内に、(i)取引相手の決定と(ii)取

引相手が取引機会の詳細を当社に開示することに不同意の理由を、書面で独立取締役に対して
知らせなければなりません。独立取締役が、取引相手が取引機会の詳細を当社に開示すること

に不同意の理由を斟酌した上で当該取引機会に SAC 航空機リースメンバーが取り組むことを認
めない限り、SAC 航空機リースメンバーは当該取引機会に取り組むことができません。 
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取引相手が取引機会の詳細を当社に開示することに同意した場合で、取引機会に関する以下

の詳細が判明しているときは、 

(i) 取引機会の対象 

(ii) 取引機会の対価の見積もり 

(iii) 取引相手の身元 

 

SAC 航空機リースメンバーは、独立取締役及び DAIL に対して SAC 取引機会通知書を提出し

なければなりません。 

 

DAIL は、SAC 取引機会通知書を受領後 30 日以内に、独立取締役に対して DAIL の勧告書を
提出しなければなりません。取引相手ができる限り早期に取引機会を進めることを希望してい

ること、又は、取引相手が取引機会の遂行に期限を課したことが SAC 取引機会通知書で明らか
にされた場合で、独立取締役が月次報告書を参照して DAIL の勧告書を検討するのは実務上実

行不可能であるとDAILが考えたときは、DAIL はできる限り早く特別報告書を作成してDAILの
勧告書と特別報告書を提出しなければなりません。 

 

ダイナム/SAC 航空機リースメンバーの取引機会 

 

本事象(b)又は本事象(c)の場合で取引機会についての以下の詳細が判明しているときは、 

(i) 取引機会の対象 

(ii) 取引機会の対価の見積もり 

(iii) 取引相手の身元 

 

(I) SAC 航空機リースメンバーは、独立取締役に対して、取引機会の詳細が判明してから 30

日以内に SAC/ダイナム取引機会通知書を提供しなければならず、また、(II)ダイナムは SAC/ダ

イナム取引機会通知書を、DAIL は DAIL の勧告書が含まれた当該取引機会が発生した月の月次
報告書（又は、取引機会の発生がその月の 15 日以降である場合、当該取引機会が発生した月

の翌月の月次報告書）を、独立取締役に対して提供しなければなりません。 

 

取引相手が、できる限り早期に取引機会を進めることを希望していると SAC 航空機リースメ
ンバー及びダイナムに連絡した場合、又は、取引相手が取引機会の遂行に期限を課した場合で、

独立取締役が月次報告書に関するDAIL の勧告書を検討するのは実行不可能であると DAIL が考
えたときは、可能な限り速やかに、DAIL は特別報告書を作成して独立取締役に対して（I）

SAC/ダイナム取引機会通知書、DAIL の勧告書及び特別報告書を提出し、他方（II）SAC 航空機
リースメンバーは、SAC/ダイナム取引機会通知書を提出しなければなりません。 

 

独立取締役の決定 

 

(i)SAC 取引機会通知書もしくは SAC/ダイナム取引機会通知書、又は、(ii)DAIL の勧告書（ど

ちらか遅い方）を受領後 30 日以内に、独立取締役は、月次報告書又は特別報告書（場合によ
る）中の取引機会の情報を参照して SAC 取引機会通知書又は SAC/ダイナム取引機会通知書を

検討し、ダイナムメンバー又は SAC 航空機リースメンバーに対して決定通知書を提出しなけれ
ばなりません。決定通知書には、独立取締役が DAIL の勧告書に同意するか同意しないかと、

独立取締役が DAIL の勧告書に不同意の場合には、独立取締役が選択した行動方針を記載しな
ければなりません。 

 

  独立取締役は、独立取締役が十分な情報に基づく決定を行うことができるようにするため、

いつでも DAIL 又は SAC 航空機リースメンバーに対して追加情報を求め、又は、第三者作成に
係る取引機会と各行動方針の分析報告書を要求することができます。 
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独立取締役決定通知書を受領後、SAC 航空機リースメンバーは、できるだけ早く、独立取締

役の決定を取引相手に連絡しなければなりません。 

 

行動方針(b)、(c)、(d)又は(e)を採用する場合、SAC 航空機リースメンバーは、各取引機会の
取引相手との以後の全ての通信に際して当社が指定した当社の従業員にもコピーを共有しなけ

ればなりません。かかる当社の従業員は、当該取引機会の条件の重大な変更をかかる変更が発
生した月の月次報告書（又は、かかる重大な変更がその月の 15 日以降に発生した場合には、

当該変更が発生した月の翌月の月次報告書）を通じて報告しなければなりません。DAIL又は当
社が、月次報告書を参照して当該取引機会の重大な変更について独立取締役が検討するのは実

行不可能だと考えた場合には、DAILは、できるだけ早くかかる従業員に特別報告書の作成と独
立取締役への提出をさせなければなりません。独立取締役又は DAIL が取引機会の条件に重大

な変更があったと考えた場合、DAIL は DAIL の勧告書を修正することができ、他方、独立取締
役は修正した独立取締役の決定に係る通知書を SAC 航空機リースメンバーへ提出しなければな

りません。 

 

優先先買権 

 

当社は、SAC 航空機リースメンバーが航空機又は航空機会社の持分を第三者買主へ処分しよ
うとする場合、優先先買権を有します。 

 

SAC 航空機リースメンバーが航空機又は航空機会社の持分を第三者買主に対して処分しよう

とする場合、独立取締役及び当社に対して優先先買権通知書を送付して、航空機（もしくはそ
の権益）又は当該 SAC 航空機リースメンバーが受益的に所有する航空機会社の持分の売却申出

をしなければなりません（以下「売却申出」といいます）。優先先買権通知書は撤回すること
ができません。 

 

優先先買権通知書には、以下の記載がなければなりません。 

(a) 売却申出中で処分予定の資産又は持分の詳細 

(b) 売却申出中で処分予定の資産又は持分の価格（以下「処分価格」といいます）  

(c) 第三者買主の詳細（もしあれば） 

(d) 売却申出に関したその他の諸条件 

 

DAIL は、優先先買権通知書の作成日より 7 営業日以内に、売却申出に係る DAIL の勧告書を

独立取締役に提供しなければなりません。かかる勧告書には、ダイナムに対して売却申出の承
諾又は辞退のどちらを勧告するかと、かかる勧告理由の概要を記載しなければなりません。 

 

独立取締役は、売却申出に係るDAIL の勧告書の作成日から 30 日以内に、月次報告書中の売

却申出に関する情報を参考にして売却申出に係る DAIL の勧告書に同意するかどうかを検討し
なければなりません。独立取締役は、SAC 航空機リースメンバーに売却申出を承諾する通知書

（以下「承諾通知書」といいます）を出すか、SAC 航空機リースメンバーに売却申出を辞退す
る通知書（以下「辞退通知書」といいます）を出さなければなりません。独立取締役は、独立

取締役が十分な情報に基づく決定を行うことができるようにするため、いつでも SAC 航空機リ
ースメンバー又は DAIL に対して追加情報を求め、又は、第三者作成に係る売却申出と各勧告

の分析報告書を要求することができます。 

 

独立取締役が売却申出を承諾した場合、SAC 航空機リースメンバー及びダイナムは、承諾通
知書作成日より 30 日以内に、上場規則及び適用法を順守して、売却申出に関するレターオブ

インテントを締結しなければなりません。SAC 航空機リースメンバー及びダイナムは、できる
限り早期に売却申出を実行するため最善を尽くさなければなりません。 
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独立取締役が売却申出を承諾しなかった場合、かかる SAC 航空機リースメンバーは、辞退通

知書の作成日から 30 日以内に、処分価格かつ優先先買権通知書中の売却申出の条件よりも第
三者買主に有利とならない諸条件で、その航空機（もしくはその権益）又は航空機会社の持分

の売却・売却実行を行う権利を有します。 

 

新協力枠組契約と旧協力枠組契約 

 

新協力枠組契約で以下の内容が変更になりました。 

 

旧協力枠組契約 新協力枠組契約 

旧協力枠組契約下の取引の機会は以下の通

りです。 

 

(i) 私的取引機会：一の当事者が入手又は申
出を受けた、(i) 航空機、 (ii) 航空機を保

有する事業体の持分、 (iii) 航空機リース
事業を行う事業体の持分の取得又はリー

スに関する取引の機会 

 

(ii) 共同入札機会：(i) 航空機、 (ii) 航空機を
保有する事業体の持分、 (iii) 航空機リー

ス事業を行う事業体の持分の取得又はリ
ースに関する、複数の当事者による共同

入札が可能な入札。かかる共同入札は、
当該入札のためのジョイント・ベンチャ

ーの組成に関わる航空機の共同所有を伴
いません。 

 

 

新協力枠組契約で定義する取引機会は以下

に関する取引の機会と定義されています。 

 

(i) 航空機又は航空機に係る権益の取得 

(ii)  航空機リースのファイナンスリース

（セール＆リースバック取引における
資金調達の取り決めを含む） 

(iii) 航空機リースのオペレーティングリー
ス 

(iv) 航空機の処分 

(v) 航空機会社の持分取得 

(vi) 航空機会社の持分処分  

(vii) 航空機会社となるジョイント・ベンチ

ャーの組成 

(viii) 上記(i)から(vi)の複数の取引機会、又

は、 

(ix) 上記(i) から (vi)の一つ又は複数の取引

機会に関する入札 

 

SAC 航空機リースメンバーが私的取引機会

を認識した場合、当該私的取引機会を当社
に付託しなければなりません。当社が当該

私的取引機会を辞退した場合に限り、SAC

航空機リースメンバーは当該私的取引機会

を進めることができます。 

 

SAC 航空機リースメンバーが共同入札機会
を得た場合、それを当社に付託しなければ

ならず、また、当社はかかる入札に参加す
るかどうか、及び、かかる入札に SAC 航空

機リースメンバーと共同して入札に参加す
るかどうかを決定する権利を有します。 

   

 

取引機会が発生した場合、それを入手した

のが SAC 航空機リースメンバーか、DAIL か
又は当社かを問わず、DAIL 又は当社は、以

下の行動方針の一つを進めることができま
す。 

 

(a) 取引機会を承認してそれに取り組み、

又は、進めます。自社単独か第三者と
共同してかは問いません。 

 

(b) (航空機会社の持分の取得又は処分の場

合) 取引機会を承認し、SAC 航空機リー
スメンバーとともに（二つの別個の事

業体として）それに取り組み、又は、
進めます。 

 

(c) 取引機会を承認し、SAC 航空機リースメ

ンバーと共同で特別目的ビークルを組
成し、特別目的ビークルが取引機会に
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取り組み、又は、進めることを認めま
す。 

 

(d) 取引機会を却下し、SAC 航空機リースメ

ンバーに紹介し、SAC 航空機リースメン
バーが取引機会に取り組み、又は、進

めることに同意します。 

 

(e) 取引機会を却下し、SAC 航空機リースメ
ンバーが取引機会に取り組み又は進め

ることを許しません。 

 

私的取引機会を独立取締役に付託してその
決定を求める前に、SAC 航空機リースメン

バーは、第三者である取引の相手と秘密保
持契約を締結した後、当該私的取引機会に

関する主な条件をすべて含むレターオブイ
ンテントを当該取引の相手と締結しなけれ

ばなりません。 

 

共同入札機会に関して、当社、SAC 航空機
リースメンバー及び第三者である取引の相

手は、レターオブインテントをとりまとめ
てから独立取締役へ取引機会を付託し、そ

の決定を求めなければなりません。 

 

 

取引機会の詳細が判明した場合、 

 

(a) ダイナムメンバーがかかる取引機会を入
手した場合で、当該取引機会に SAC航空

機リースメンバーと共同で取り組むこと
又は当該取引機会を SAC 航空機リースメ

ンバーに譲ることを希望するときは、ダ
イナムは、当該取引機会を独立取締役に

付託しなければなりません。 

 

(b) SAC 航空機リースメンバーがかかる取引
機会を入手した場合、まず当該取引機会

の詳細を当社に開示することにつき取引
相手の同意を取得してから、当該取引機

会を独立取締役に付託します。 

 

(c) SAC 航空機リースメンバーとダイナムが
共同で取引機会を入手した場合、又は、

両方が個別に取引機会を入手した場合、
当該取引機会を独立取締役に付託しま

す。 

 

独立取締役は、DAIL の勧告書と月次報告書
又は特別報告書（場合による）中の取引機

会に関する情報に基づいて、取引機会を検
討しなければなりません。 

 

SAC 航空機リースメンバーが（a）航空機、 

(b) 航空機を保有する事業体の持分、又は

（c）航空機リース事業を行う事業体の持分
（以下「売却用資産」といいます）の処分

を望んでいる場合、当社はかかる処分につ
いて優先先買権を有し、他方、SAC 航空機

リースメンバーは、(a)売却用資産の詳細、
(b)売却用資産の第三者の買主提案価格、(c)

その他の重要な契約条件を記載した通知を
出して処分計画を当社に付託しなければな

SAC 航空機リースメンバーが航空機又は航
空機会社の持分を買主候補へ処分すること

を望む場合、独立取締役へ通知し、独立取
締役は、売却申出に係る DAIL の勧告書及び

月次報告書又は特別報告書中のかかる処分
の詳細に基づいて、優先先買権を行使する

かどうかを検討します。 
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りません。独立取締役は、この通知に基づ
きこの資産の取得に同意するか辞退するか

を検討します。 

 

第二補足証書及び新協力枠組契約を締結する理由 

 

当社グループは、航空機のポートフォリオと当社グループの航空機リース事業の拡大及び多
様化を促進するため、事業機会を継続的に探究し続けております。SAC 航空機リースメンバー

は長年航空機リース事業に携わっており、航空機リース事業の知識と相当な事業上のコネクシ
ョンを蓄積しております。よって、SAC 航空機リースメンバーと提携することにより、航空機

の購入又は航空機リース事業に関するさらに多くの事業機会が当社グループにもたらされると
当社取締役は考えております。 

 

2018 年 9 月 26 日付け及び同年 11 月 21 日付けで当社が公表しましたように旧協力枠組契約

の締結が行われましたが、その後、当社は、新協力枠組契約を締結して旧協力枠組契約を拡大
する必要があることに気づきました。新協力枠組契約は、幅広い事業機会をカバーすることが

でき、共同入札機会以外で取引機会を SAC 航空機リースメンバーに紹介したり SAC 航空機リ
ースメンバーと共同で取引機会に取り組んだりしたいような状況にも対応できます。航空機リ

ース業界で当社グループがさらに事業関係を構築していくにつれて必然的に遭遇することにな
るのは、当社グループが SAC 航空機リースメンバーと提携することでその広範な経験とリソー

スから恩恵を受けるとともに参加が可能となる取引機会です。 

 

さらに、当社グループは、手続きを簡略化して、独立取締役に取引機会を付託する前にレタ
ーオブインテントを作成・締結することが義務付けられないようにすることを望んでおります。

その代わりに、独立取締役は、取引機会を検討する際、DAIL の勧告書、売却申出に係る DAIL

の勧告書、月次報告書及び/又は特別報告書を参照して、十分な情報に基づく決定を行うこと

ができます。 

 

そこで、当社グループは、第二補足証書を締結しました。これは、原証書下でSAC 航空機リ
ースメンバーが遂行することを例外的に許容されている活動/事業の一つを規律する新協力枠

組契約を組み入れるためです。 

 

第二補足証書下で、SAC 航空機リースメンバーは、新協力枠枠組契約の規定内容に従って航
空機リース事業を行います。そのため、SAC 航空機リースメンバーが取引機会を入手した場合、

当該取引機会への参加又は取り組みを当社が希望するかどうかまず当社と相談しなければなり
ません。よって、SAC 航空機リースメンバーと当社との間には現実的にも潜在的にも競業は生

じません。さらに、佐藤清隆氏は所有する当社株式のすべてを売却して当社の株主ではなくな
り、また、その後逝去されました。よって佐藤清隆氏と当社との間に現実的にも潜在的にも競

業は生じません。 

 

第二補足証書及び新協力枠組契約の諸条件は公正かつ合理的で当社及び当社株主全体の利益
に適うと当社取締役は考えております。 

  

当事者の情報 

 

当社グループの主な事業は、パチンコホール運営事業と世界規模での航空機リース事業です。 

 

DAILはアイルランド共和国法に基づき設立された会社で、当社が間接的に完全保有する会社

です。DAIL は、主に航空機リース事業を行っています。 
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SAC は 2015 年に佐藤洋治氏によって香港に設立されました。佐藤洋治氏は、当社の非業務
執行取締役であり、当社の支配株主でもあります。SAC は航空機リース事業を行っております。 

 

SAIL は、アイルランド共和国法に基づき設立された会社です。SAIL は SAC の子会社で、航

空機リース事業を行っております。 

 

上場規則の適用効果 

 

SAIL を除き、各誓約者は当社の主要株主であり、よって、上場規則下の当社の関連当事者で
す。本公表文の作成日時点において、SAC は当社の発行済み株式の 30%を超える株式を保有し

ており、よって、上場規則で定義する当社の関連当事者です。 

 

従って、上場規則第 14A 章に基づき、第二補足証書及び新協力枠組契約の締結は当社にとっ
て関連当事者取引となり、上場規則で定める報告、適時開示及び独立株主の承認取得義務に服

します。 

 

第二補足証書及び新協力枠組契約について独立株主に助言するため、独立取締役委員会が組
成されました。また、第二補足証書及び新協力枠組契約について独立取締役委員会及び独立株

主に助言するため独立財務アドバイザーが任命されました。 

 

独立株主は、2020 年 6 月 24 日に開催される定時株主総会で第二補足証書及び新協力枠組契
約を検討して、適当と考えた場合に、それらを承認する決議を行います。 

 

 (a)第二補足証書及び新協力枠組契約の詳細、(b)独立取締役委員会及び独立株主に対する独

立財務アドバイザーの助言、並びに、(c)独立取締役委員会の勧告書等を含む招集通知が、2020

年 6 月 2 日までに当社株主宛てに発送される予定です。招集通知に含まれる情報の準備に時間

がかかるため、招集通知の発送は、本公表文が掲載されてから 15 香港営業日以内には行われ
ません。 

 

定義 

 

本公表文中、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の用語は下記に定める意味を有するも

のとします。 

 

「第一補足証書」 2018 年 9 月26日付けで当初誓約者、追加誓約者及び当社
の間で締結された原証書の補足証書 

 

「第二補足証書」 2020 年 4 月29日付けで誓約者と当社（自社のため及び当

社グループの受託者として）との間で締結された原証書
の第二補足証書 

 

「追加誓約者」 SAC と SAIL 

 

「特別報告書」 DAIL 取締役が作成した当社取締役会宛ての特別報告書

で、取引機会が発生したか又は取引機会に重大な変更が
あった場合の当該取引機会の規模、期待利益、必要なマ

ンパワー等の当該取引機会又はその重大な変更の分析を
含むもの 



12 

「航空機会社」 以下のいずれかを意味します。 

(i) 全資産又は主な資産が航空機又は航空機に対する権
益からなる会社その他の事業体 

(ii) 全資産又は主な資産が航空機からなるとともにかか
る航空機が主な収入減となっている会社又は事業体に対

する持分 

(iii) 航空機のリースを事業とする会社又は事業体の持分

（オペレーティングリース及びファイナンスリースを含
む） 

 

「航空機リース事業」 (a) 航空機の取得、(b)航空機のリース（オペレーティン

グリース及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）、並びに、(c)航空機の処分事業 

 

「取締役会」 当社の取締役会 

 

「営業日」 

 

香港及び日本の銀行が通常の銀行業務のために通例営業
を行っている日（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 

「当社」 日本法に基づき設立された有限責任の株式会社ダイナム

ジャパンホールディングス。その株式は香港証券取引所
メインボードの上場している 

 

「関連当事者」 上場規則に定義する意味を有します 

 

「行動方針」 「行動方針」の項目で定める意味を有します 

 

「取引相手」 取引機会の当事者。ただし、SAC 航空機リースメンバー

及びダイナムを除きます 

 

「誓約者」 当初誓約者（佐藤清隆氏を除きます）と追加誓約者 

 

「DAIL」 当社の間接的な完全保有子会社のDynam Aviation Ireland 

Limited 

 

「DAIL の勧告書」 当事者が進めるべき行動方針について DAIL が独立取締役

に提出する勧告書 

 

「売却申出に係る DAIL の勧
告書」 

SAC 航空機リースメンバーが売却申出を行った場合に
DAIL が独立取締役へ提出する勧告書 

 

「取締役」 当社の取締役 

 

「ダイナム」 当社及びDAILを総称して、又は、個別にいいます 

 

「ダイナム取引機会通知書」 当社又は DAIL が送付する取引機会に関する通知書。当該

通知書には、当社又は DAIL が通知書送付時点で知ってい
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る当該取引機会に関する情報が含まれていなければなり

ません。 

 

「当社グループ」 当社及び当社の子会社 

 

「香港営業日」 

 

香港の銀行が通常の銀行業務のために通例営業を行って
いる日（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 

「香港」 中華人民共和国の香港特別行政区 

 

「独立取締役委員会」 

 

上場規則で定める意味を有します 

「独立取締役」 当社の独立非業務執行取締役 

 

「独立財務アドバイザー」 香港証券先物条例(香港法第 571 章)に基づく第 1 種及び第

6 種規制業務を行う認可を受けた法人である Ballas Capital 

Limited。第二補足証書及び新協力枠組契約の規定内容に

ついての独立取締役委員会及び独立株主の独立財務アド
バイザー 

 

「独立株主」 

 

第二補足証書及び新協力枠組契約に対して重大な利害を

持たず、定時株主総会に上程される第二補足証書及び新
協力枠組契約の承認議案につき上場規則に従って議決権

行使の棄権を求められない当社株主 

 

「上場規則」 香港証券取引所の証券上場適用規則 

 

「月次報告書」 

 

DAIL 取締役が作成した当社取締役会宛ての月次報告書
で、取引機会が発生したか、取引機会に重大な変更があ

ったか、又は、売却申出があった場合の当該取引機会又
は売却申出の規模、期待利益、必要なマンパワー等の当

該取引機会（もしくはその重大な変更）又は当該売却申
出の分析を含むもの 

 

「新協力枠組契約」 当社（自社のため及び当社グループの受託者として）、

DAIL 及び SAC 航空機リースメンバーの間で 2020 年 4 月
29 日に締結された第二協力枠組契約 

 

「旧協力枠組契約」 SAC 航空機リースメンバーと当社との間で締結された、

2018 年 9 月 26 日付けの協力枠組契約及び 2018 年 11 月
21 日付けの補足合意書 

 

「当初誓約者」 佐藤洋治氏、リッチオ及び佐藤一族 

 

「原証書」 当初誓約者と当社との間で、2012年 7月 18 日に締結され

た競業禁止証書 

 

「リッチオ」 

 

日本に有限責任で設立された株式会社リッチオを意味し
ます。SAC の子会社です 
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「優先先買権通知書」 SAC 航空機リースメンバーがその航空機又は航空機会社

の持分を第三者買主に処分する計画について当社に提出
する通知書 

 

「SAC」 香港法に基づき設立され、佐藤洋治氏が完全所有する会

社である Sato Aviation Capital Limited。SAC は当社の支配
株主です 

 

「SAC 航空機リースメンバ

ー」 

SAC 及び/又は SAIL（文脈に応じる） 

 

 

「SAC 取引機会通知書」 SAC 航空機リースメンバーがある取引相手との取引機会
を受領又は認識した場合で当該取引機会の基本的内容が

決まった時に SAC 航空機リースメンバーが独立取締役及
び DAIL に提供する取引機会通知書。かかる取引機会通知

書には SAC 航空機リースメンバーが通知を行う時点で知
る限りの当該取引機会の情報が記載されていなければな

りません 

 

「SAC/ダイナム取引機会通
知書」 

取引機会の基本的内容が決まった場合に SAC 航空機リー
スメンバー又はダイナムのメンバーが独立取締役及び

DAIL に対して提供する取引機会通知書。かかる取引機会
通知書には SAC 航空機リースメンバー又はダイナムが通

知を行う時点で知る限りの当該取引機会の情報が記載さ
れていなければなりません 

 

「SAIL」  

 

アイルランド共和国法に基づき有限責任で設立された会

社である Sato Aviation Ireland Limited。SAC の子会社 

 

「佐藤一族」 佐藤恵子氏（佐藤洋治氏の妻）、西脇八重子氏（佐藤洋治
氏の姉）、佐藤政洋氏（佐藤洋治氏の弟）、佐藤茂洋氏

（佐藤洋治氏の弟）、佐藤公平氏（佐藤洋治氏の弟）及び
佐藤清隆氏（佐藤洋治氏の叔父）の各々。佐藤一族は、当

社株式の 30％以上を取得又は統合するために佐藤洋治
氏、SAC 及びリッチオと協同して行為する者です 

 

「主要株主」 

 

上場規則で定義する意味を有します 

「当社株主」 当社の株主 

 

「香港証券取引所」 香港証券取引所 

 

「第三者買主」 ダイナムと SAC 航空機リースメンバーから独立した第三

者である買主候補 

 

「％」 パーセント 
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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 藤本達司 

 

2020 年 4 月 29 日、日本国、東京 

本公表文の作成日において、当社の非業務執行取締役は藤本達司氏、佐藤洋治氏、佐藤公平

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。 

＊ 本公表文は、英語の原文を参考のために日本語訳したものです。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。翻訳による誤解はいかなる場合においても株式会社ダイナムジャパンホールディングスの責任とはされません

のでご了承下さい。 

 


