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香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公告の内容について一切責任を負わず、本公告の正確
性または完全性について一切表明を行わず、また、本公告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) 
 

日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの株式取得に関する要開示取引および関連当事者取引 

取締役会は、2013年7月25日に当社がダイナムホールディングス（譲渡人）と株式譲渡契約を締結し、
当該契約条件に従って譲渡人の完全子会社である日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの全発行
済株式に当たる対象株式を2013年10月1日をもって当社が譲り受けることに関して合意しましたので、
その旨をお知らせいたします。本件取得の完了後、日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズは当社
の完全子会社となり、当社グループの構成企業となります。  

本件取得につき上場規則14.09（9）に定めるパーセンテージ比率が5%以上且つ25%未満であるため、
本件取得は当社の要開示取引に該当し、上場規則第14章に基づく公告義務に服します。 

さらに、譲渡人は、当社関連当事者である佐藤洋治氏、それぞれが佐藤洋治氏の関連者にあたる佐藤
恵子氏およびリッチオによって発行済株式の約48.91 %を所有されているため、上場規則に定める当
社関連当事者の関連者に当たります。したがって、譲渡人は当社の関連当事者にも当たり、本件取得
は上場規則第14A章に基づく当社の関連当事者取引にも該当します。本件取得につき上場規則14A.10
（10）に定めるパーセンテージ比率のうち利益率を除くパーセンテージ比率が 5%以上且つ本件取得
の総対価が1,000万香港ドル以上となるため、本件取得は上場規則第14A章に基づく報告、公告およ
び独立株主による承認義務に服します。  

(1)本件取得の追加情報、(2)本件取得に関する独立取締役委員会からの推奨事項、(3)本件取得に関
して独立取締役委員会および独立株主に助言を行う目的で当社が選任した独立財務アドバイザーか
らの助言、ならびに(4)上場規則の規則14A.49および14 A.58から14 A.62までに定める情報を掲載
した臨時株主総会招集通知が可及的速やかに当社の株主(登録株主および送付を希望する非登録保有
者)宛てに発送される予定です。目下、2013年8月14日までの発送が予定されております。 
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概要 

取締役会は、2013年7月25日に当社が譲渡人と株式譲渡契約を締結し、当該契約に従って、3,830百万円 
(約 299 百万香港ドル相当)の対価で、譲渡人の完全子会社である日本ヒュウマップおよびビジネスパート
ナーズの全発行済株式に当たる対象株式を当社が取得し、譲渡人が処分する事に合意しましたので、その
旨をお知らせいたします。 

取得の完了後、日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズは当社の完全子会社となり、当社グループ
の構成企業となります。 

株式譲渡契約 

日付  

2013年7月25日 

当事者 

(1)  譲受人    当社 

(2)  譲渡人 株式会社ダイナムホールディングス（当社の関連当事者である譲渡人） 

取得対象資産 

当社は譲渡人の完全子会社である日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの全発行済株式に
当たる対象株式(株式譲渡契約締結日現在において、当該株式は如何なる担保権も設定されていない株
式です。)の取得に同意し、譲渡人は当該株式の処分に同意しました。 

対価 

当社が本件取得に関して譲渡人に支払う対価は3,830百万円(約299百万香港ドル相当)であり、譲渡
人に対し一括して現金により支払います。  

対価は日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの純資産額を考慮した当事者間の対等な交渉に基づ
き決定されました。この対価の算定基準日は2013年4月30日であり、日本ヒュウマップに係る対価につ
いては、2013年4月1日にダイナム綜合投資およびパチンコリースと合併した後の財務諸表に基づき算定
しております。なお、当該対価の算定については、独立した第三者に評価を依頼いたしました。また、取
締役(独立財務アドバイザーによる助言を考慮して本件取得に関して見解を提示する独立非常勤取締役を
除く)は、株式譲渡契約の条件は公正且つ合理的で、本件取得は当社および当社株主全体にとって有益であ
ると判断しております。 

2013年4月30日時点の日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの未監査の純資産額は以下の通りで
す。 

 純資産額 
(百万円) 

香港ドル換算金額 
(百万香港ドル) 

日本ヒュウマップ 3,792 296 
ビジネスパートナーズ 38 3 
 
当社は、本件取得に関する対価に当社グループの内部リソースをあてます。 
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停止条件 

株式譲渡契約の完了は、(i)当社が上場規則第 14A 章に基づく報告、公告および独立株主の承認義務
または証券取引所が随時要求する他の特定要件を含めた本件取得に関する上場規則の要件を遵守し、
且つ、(ii)上場規則の規則 14A.48 に基づく独立株主の承認義務が遵守された旨を確認する取締役会
決議が臨時株主総会後に可決されたことを条件とします。  

2013年9月10日 (もしくは当事者が合意するこれより後の日)以前に上記停止条件が満たされなかっ
た場合、株式譲渡契約に定める株式譲渡の効力は発生しないこととなり、何れの当事者も当該契約条
件のそれまでの違反を除き、相互に如何なる義務も責任も負わないものとします。 

完了 

本件取得は、停止条件が成就されることを前提に、2013 年 10 月 1日に完了する見通しです。上記の
停止条件は、臨時株主総会の日(現在2013年9月10日を予定)に成就される見通しです。 

本公告日現在で、日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズは譲渡人の完全子会社です。本件取得の
完了後、日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズは当社の完全子会社となり、また、当社グループ
の構成企業となります。  

株式譲渡契約を締結する理由と利点 

日本ヒュウマップは当社グループの運営するパチンコホールの清掃事業およびパチンコホールに来店す
るお客様向けの飲食提供事業を主たる事業として展開している会社です。元々、株式会社ダイナムと同
じグループに属しておりましたが、２０１１年９月２０日付の DYH における会社分割により当社が新設
された際、日本ヒュウマップは引き続き DYH の傘下として、当社グループとは別のグループに属するこ
ととなりました。 
 
２０１１年３月に発生した東日本大震災以後、当社グループは、その復旧にすべての資源と力を集中す
る必要があり、パチンコホールの新たな出店を最小限に控えざるを得ない状況にありました。さらに、
出店後の成功をより確かなものにすべく、出店基準を見直し、店舗運営に係わる人員の配置その他の標
準的な経営数値のモデルを新たに確立するなどの作業を進めてきました。 
 

東日本大震災からの復旧と新たな出店基準および標準的な経営数値のモデルがほぼ完成したことを受 
け、当社グループは２０１４年３月期の下期から出店のスピードを徐々に上げることとし、２０２３年
３月期の期末には全国で１０００店舗を達成することを骨子とした「高速出店計画」を発表いたしまし
た。 

既述の通り、日本ヒュウマップは、主に当社グループが運営するパチンコホールと密接に関連した事業
を主に展開している会社であるため、ダイナムグループの「高速出店計画」に合わせて確実に出店して
いくために、優秀な人材の確保およびこれら人材に対する教育を高いレベルで実現できる体制を早急に
作り上げる必要があります。 

上記の理由から、日本ヒュウマップを当社グループの直接的な傘下に置き、日常的な経営指導と厳格な
事業管理を進めていくことが求められます。今回の当社による日本ヒュウマップ株式の譲受けは、ここ
にその最大の目的があります。 
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ビジネスパートナーズは障がい者を雇用しております。ビジネスパートナーズの取得は当社グループの
CSR（企業の社会的責任）戦略に沿っております。 

本件取得により生じる当社グループ、日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの間での関係か
らすると、本件取得によって、当社グループおよび当社支配株主(ならびにそれぞれの関連者)間の関
連当事者取引の件数は減少し、当社グループの事業運営の独立性が強化される見通しです。 

上記に照らし、取締役(独立財務アドバイザーによる助言を考慮して本件取得に関して見解を提示する独
立非常勤取締役を除く)は、当事者間の対等な交渉に基づき合意された株式譲渡契約の諸条件は通常の取引
条件に則り、公正且つ合理的で、当社グループおよび当社株主全体にとって有益であると考えております。 

日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズに関する情報 

概要 

日本ヒュウマップ 

日本ヒュウマップは、1982 年 11 月 1日に日本で会社法に基づき設立されました。本公告日現在で、
日本ヒュウマップは譲渡人の完全子会社であり、(i)飲食店の運営および管理、(ii)当社グループの
パチンコホールにおける清掃サービスの提供、(iii)会計および給与計算サービスの提供、ならびに 
(iv)独立した第三者とのフランチャイズ契約を通じて運営するオールド・スパゲティ・ファクトリー
ブランドのスパゲティレストランチェーン、という4つの事業分野に主に従事しております。2013年
4 月 1 日に、日本ヒュウマップは譲渡人の完全子会社であったパチンコリースを吸収合併しており、
新規のパチンコおよびパチスロ機の割賦販売を開始しました。その事業モデルは日本ヒュウマップが
顧客の選んだ新規の遊技機を仕入れ、当該顧客が分割払いによって当該遊技機を日本ヒュウマップか
ら購入するというものです。日本ヒュウマップは遊技機を製造業者から直接購入し、遊技機の所有権
は分割払いの最終回の決済が行われた時点で顧客に移転します。また、同4月1日に、日本ヒュウマ
ップは譲渡人の完全子会社であったダイナム綜合投資を吸収合併しており、不動産賃貸、コーヒー豆
の販売およびLCDモニターの販売を開始しました。 

日本ヒュウマップは2013 年 3月 31日付で買収したチンギスハーン旅行および2013 年 4月 1日付で
パチンコリースとの間における吸収合併に伴い当社の子会社となったピーインシュアランスという 2
つの完全子会社の持株会社です。日本で設立されたピーインシュアランスは生命および損害保険サー
ビスを提供しております。チンギスハーン旅行は日本で設立され、主に旅行関連サービスの提供をし
ております。日本とモンゴルとの間の旅行サービスの提供を主な業務とした拡張性のある事業運営を
日本で行っております。  

ビジネスパートナーズ 

ビジネスパートナーズは、2011 年 1月 11 日に日本で会社法に基づき設立されました。本公告日現在
で、ビジネスパートナーズは主に(i)清掃サービスの提供、ならびに(ii)家庭用品の製造および販売
に従事しております。ビジネスパートナーズは障がいを持つ臨時従業員を採用しております。 

本件取得の完了後、日本ヒュウマップ（ピーインシュアランスおよびチンギスハーン旅行と共に）お
よびビジネスパートナーズは(直接もしくは間接的に)当社の完全子会社になり、当社グループの連結
財務諸表に組み込まれます。 
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財務情報 

日本ヒュウマップ 

譲渡人から提供を受けた2012年および2013年3月期のJGAAPに従って作成された未監査の財務諸表
に基づく日本ヒュウマップの主要な財務情報の概要は以下に示す通りです。 

 2012 年 3 月期 
(百万円 /百万香港ドル) 

(未監査) 

2013 年 3 月期 
(百万円 /百万香港ドル) 

(未監査) 
売上高 7,601 / 592 7,774 /606 
税引き前当期純利益 451 /  35 312 / 24 
税引き後当期純利益 204 / 16 130 / 10 
2013年3月31日時点の日本ヒュウマップの純資産価額および総資産価額は、それぞれ約628百万円 
(約 49 百万香港ドル相当)、約1,704百万円 (約 133 百万香港ドル相当)でした。ただし、当該純資
額および総資産額は、株式会社チンギスハーン旅行の決算数値を単純合算したものとなっております。 
 

ビジネスパートナーズ 

譲渡人から提供を受けた2012年および2013年3月期のJGAAPに従って作成された未監査の財務諸表
に基づくビジネスパートナーズの主要財務情報の概要は以下に示す通りです。 
 2012 年 3 月期 

(百万円 /百万香港ドル) 
(未監査) 

2013 年 3 月期 
(百万円 /百万香港ドル) 

(未監査) 
売上高 56 / 4 33 / 3 
税引き前当期純利益 1 / 0 29 / 2 
税引き後当期純利益 1 / 0  28 / 2 

2013 年 3 月 31 日時点の純資産額および総資産額は、それぞれ約 42 百万円 (約 3 百万香港ドル相    
当)、約56百万円 (約 4 百万香港ドル相当)でした。  

当社および当社グループに関する情報 

子会社を通じて事業運営を行う当社は、2012年の貸玉料総額では日本で第2位のパチンコホール事業者
です。 

譲渡人に関する情報 

譲渡人は、純粋持株会社です。 

上場規則下の影響 

 
本件取得につき上場規則 14.09（9）に定めるパーセンテージ比率が 5%以上且つ 25%未満であるため、
本件取得は当社の要開示取引に該当し、上場規則第14章に基づく公告義務に服します。 

さらに、譲渡人は、当社関連当事者である佐藤洋治氏、それぞれが佐藤洋治氏の関連者にあたる佐藤
恵子氏およびリッチオによって発行済株式の約 48.91 %を所有されているため、上場規則に定める当
社関連当事者の関連者に当たります。したがって、譲渡人は当社の関連当事者にも当たり、本件取得
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は上場規則第14A章に基づく当社の関連当事者取引にも該当します。本件取得につき上場規則14A.10
（10）に定めるパーセンテージ比率のうち利益率を除くパーセンテージ比率が5%以上且つ本件取得の
総対価が1,000万香港ドル以上となるため、本件取得は上場規則第14A章に基づく報告、公告および
独立株主による承認義務に服します。  

佐藤洋治氏は、本件取得に重要な利害を有するため、株式譲渡契約の締結を承認する取締役会の決議
事項への投票を棄権いたしました。 

独立取締役委員会および独立財務アドバイザー 

本件取得の諸条件について独立株主に助言を行う目的で、独立取締役委員会が設置されております。本
件取得の諸条件について独立取締役委員会および独立株主に助言を行う目的でQuam Capital Limitedが
独立財務アドバイザーに選任されております。 

臨時株主総会招集通知の発送 

(1)本件取得の追加情報、(2)本件取得に関する独立取締役委員会からの推奨事項、(3)本件取得に関
して独立取締役委員会および独立株主に助言を行う目的で当社が選任した独立財務アドバイザーか
らの助言、ならびに、(4)上場規則の規則14A.49および14.58から14.62に基づき要求される情報を
掲載した臨時株主総会招集通知が可及的速やかに当社の株主(登録株主および送付を希望する非登録
保有者)宛てに発送される予定です。目下、2013年 8月14日(本公告日から15営業日以内)までの発
送を予定しております。 

定義 

本公告において、文脈上異なる解釈を要する場合を除き、以下に定める意味を有します。 

 
「本件取得」  株式譲渡契約に基づき企図する当社による譲渡人からの対象株式

の取得 
 

「関連者」  上場規則に基づき定める意味を有します。 
 

「取締役会」  当社の取締役会 
 

「ビジネスパートナーズ」  2011 年 1 月 11 日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れた株式会社ビジネスパートナーズ(登記番号 0115-01-017394)。 
ビジネスパートナーズは DYH の完全子会社です。 
 

「CCASS」  中央清算決済システム 
 

「会社法」  日本の会社法(2005 年法律第 86 号)（その後の改正を含む） 
 

「当社」  2011 年 9 月 20 日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れた株式会社ダイナムジャパンホールディングス(登記番号
0115-01-017114)。その株式は証券取引所のメインボードに上場さ
れております(証券コード: 06889)。 
 

「関連当事者」  上場規則に定める意味を有します。 
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「支配株主」 
 

 佐藤洋治氏、リッチオおよび佐藤一族（佐藤恵子氏、西脇 八重子
氏、佐藤 政洋氏、佐藤 茂洋氏、佐藤公平氏および佐藤 清隆氏も
しくはその何れか1名を意味し、それぞれ佐藤洋治氏の親族および
関連者です。佐藤一族のそれぞれは支配株主です） 
 

「取締役」 
 

 当社の複数もしくは何れかの取締役 

「DYH」 
 

 1987年12月15日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れ た 株 式 会 社 ダ イ ナ ム ホ ー ル デ ィ ン グ ス ( 登 記 番 号
0115-01-010630)。本公告日現在において、DYHは佐藤洋治氏、佐藤
恵子氏およびリッチオによって約48.91%を所有されております。 
 

「ダイナム綜合投資」  2003年4月9日に会社法に基づき有限責任で日本において設立され
た株式会社ダイナム綜合投資(登記番号0115-01-010317)を意味し
ます。ダイナム綜合投資はヒュウマップに吸収合併されました。 

「臨時株主総会」  株式譲渡契約および当該契約で企図する取引を検討し、適切と判断
される場合は承認する目的で招集される当社の臨時株主総会 
 

「株式譲渡契約」  本件取得に関連して、当社および譲渡人の間で2013年7月25日に締
結された条件付きの株式譲渡契約 
 

「チンギスハーン旅行」  2003年11月13日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れた株式会社チンギスハーン旅行 (登記番号 0115-01-010593)を意
味します。チンギスハーン旅行は日本ヒュウマップの完全子会社で
す。 
 

「当社グループ」  当社および子会社 
 

「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 
 

「日本ヒュウマップ」  1982 年 11 月 1 日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れた株式会社日本ヒュウマップ(登記番号 0115-01-008097)を意味
します。日本ヒュウマップは DYH の完全子会社です。 
 

「独立取締役委員会」  本件取得に関して独立株主に助言を行う事を目的とした当社の全
ての独立非常勤取締役で構成される独立取締役会委員会 
 

「独立財務アドバイザー」 
 

 証券先物条例に基づき第 6 種規制事業（コーポレート･ファイナン
スについての助言）を行う免許を有する法人であり、本件取得に関
した独立取締役委員会および独立株主の独立財務アドバイザーで
あるクアム・キャピタル・リミッテッド（Quam Capital Limited） 

「独立株主」  本件取得について重要な利害を有する株主を除く当社の株主(当社
の登録株主および CCASS を通じて持分を保有する受益者を含みま 
す) 
 

「独立した第三者」 
 

 上場規則に定められた意味を有します。 

「日本円」、「¥」または 
「円」 

 日本の法定通貨である日本円 
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「JGAAP」  日本の一般に公正妥当と認められた会計原則を意味します。 
 

「上場規則」  香港証券取引所の有価証券上場規則を意味します。 
 

「佐藤洋治氏」 
 

 常勤取締役、取締役会議長、および支配株主である佐藤洋治氏 
 

「佐藤恵子氏」  佐藤洋治氏の妻である佐藤恵子氏 
「対象株式」  日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの全発行済株式資

本に相当する日本ヒュウマップおよびビジネスパートナーズの全
発行済株式の総称 
 

「非登録保有者」  上場規則の13.56で定める意味を有します。 
「ピーインシュアランス」  2005 年 1 月 28 日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ

れた株式会社ピーインシユアランス(登記番号 0115-01-013526)を
意味します。ピーインシュアランスは日本ヒュウマップの完全子会
社です。 
 

「パチンコリース」  2003年10月31日に会社法に基づき有限責任で日本において設立さ
れた株式会社パチンコリース(登記番号 0115-01-010574)を意味し
ます。パチンコリースは 2013 年 4 月に日本ヒュウマップに吸収合
併されました。 
 

「譲受人」  当社を意味します。 
 

「リッチオ」  2006年8月1日に会社法に基づき日本において有限責任で設立され 
たリッチオ株式会社(登記番号 0115-01-011944)を意味します。リ 
ッチオは佐藤洋治氏によって99.9%保有されております。 

「証券取引所」  香港証券取引所 
 

「譲渡人」 
 

 DYH 

「%」 
 

 パーセント 

                
            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 

            代表執行役 佐藤 公平 
                

 
2013年7月25日、日本国、東京 
 
説明目的のために付言すると、本公告に別段の記載がない限り、日本円で表示されている金額は、2013
年7月24日の実勢為替レートである1香港ドル12.83円で香港ドルに換算されております。 
 
本公告日現在、当社の常勤取締役は佐藤 洋治氏、非常勤取締役は牛島 憲明氏、独立非常勤取締役は堀
場勝英氏、高野 一郎氏、吉田 行雄氏、加藤 光利氏およびトーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun 
Kee YIP)氏です。 
 


