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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 

 
取締役会は、譲受人（当社の完全子会社）が、2014 年 9 月 25 日、 (1)株式譲渡契約を締結

して XGJ の全株式、RDT 株式の 30％、および、XGA 株式の 50％を譲渡人より 698,515,636 円

（約 49,822,798 香港ドル相当）で購入する合意をし、ならびに、(2)債権譲渡契約を締結し

て譲渡人の債権証書に対する権利、権原および利益（総額 60 万米国ドルの貸付金債権とその

利息を含む）を譲渡人より 41,521,085 円（約 2,961,561 香港ドル相当）で購入する合意をし

ましたので、お知らせいたします。 

 

譲渡契約で企図する買収の履行は 2014 年 10 月 1 日に予定されており、かかる履行完了後、

XGJ は譲受人の完全子会社となり、グループの一員となります。RDT と XGA は、グループの一

員にはなりません。 

 
譲渡人は、本公告日時点で、佐藤洋治氏(当社関連当事者)、佐藤夫人およびリッチオ(それぞ

れ佐藤洋治氏の関連者に当たる)により併せて 59.09％を所有されているため、譲渡人は上場

規則下の当社関連当事者の関連者に当たります。従って、譲渡人は当社の関連当事者にも当

たり、譲渡契約の締結および譲渡契約で企図される取引は上場規則第 14A 章に基づく関連当

事者取引となります。 

 

上場規則第 14A.81 に基づき、譲渡契約に基づき企図される取引は合算されなければなりませ

ん。なぜなら、(1)すべての譲渡契約は、譲受人と、当社関連当事者である譲渡人との間で締

結され、(2)債権譲渡契約は当社グループが XGA の株式 50％を取得することに鑑みて締結さ

れ、(3)譲渡契約は全て同じ 12 ヶ月間の間に履行されるからです。 

 

しかし、譲渡契約で企図される取引に対して適用される上場規則に基づく各比率が 0.1%を超

過するものの 5%を下回るため、譲渡契約は、上場規則第 14A 章にしたがって、報告および公

表義務には服しますが、サーキュラー（独立財務アドバイザーの助言を含む）と独立株主の

承認義務は免除されます。 

 
譲渡契約 

 

2014 年 9 月 25 日、譲受人（当社の完全子会社）は、 (1)株式譲渡契約を締結して XGJ の全

株式、RDT 株式の 30％、および、XGA 株式の 50％を譲渡人より 698,515,636 円（約

49,822,798 香港ドル相当）で購入する合意をし、ならびに、(2)債権譲渡契約を締結して譲

渡人の債権証書に対する権利、権原および利益（総額 60 万米国ドルの貸付金債権とその利息

を含む）を譲渡人より 41,521,085 円（約 2,961,561 香港ドル相当）で購入する合意をしまし

た。 

 

譲渡契約の履行完了後、XGJ は譲受人の完全子会社となりグループの一員になります。RDT と

XGA はグループの一員にはなりません。 



 

譲渡契約の日付 

 

2014 年 9 月 25 日 

 
当事者 

 

買主： 譲受人 

 

売主： 譲渡人 
 

取得する資産 

 

以下の資産を譲渡契約にしたがって取得します。 

 

(1) 株式譲渡契約にしたがい譲渡人が保有する XGJ 株式の 100％、RDT 株式の 30％、および

XGA 株式の 50％、 

 

(2) 債権譲渡契約にしたがい譲渡人の債権証書に対する権利、権原および利益（総額 60 万

米国ドルの貸付金債権とその利息を含む） 

 

対価 

 

譲受人が譲渡人に支払う株式譲渡契約で企図する買収の対価は 698,515,636 円（約

49,822,798 香港ドル相当）、および、債権譲渡契約にかかる対価は 41,521,085 円（約

2,961,561 香港ドル相当）です。 

 

対価は当社が任命した独立評価人が XGJ、RDT、XGA および債権証書について算出した公正な

評価ならびに 2014 年 6 月 30 日時点の XGJ、RDT および XGA の純資産価格を主に考慮して、当

事者間の対等な交渉に基づき譲渡人と譲受人の間で決定されました。取締役（独立非常勤取

締役を含みます）は、譲渡契約の条件が公正且つ合理的で、譲渡契約に基づく取得は当社お

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。 

 

当社は、譲渡契約で企図する取得の対価に当社グループの内部リソースをあてます。 

 

対価の支払い方法 

 

株式譲渡契約に基づく対価は 2014 年 10 月 1 日までに現金で一括して支払われます。かかる

対価は 698,515,636 円（約 49,822,798 香港ドル相当）です。 

 

債権譲渡契約に基づく債権証書の対価は 2014 年 10 月 1 日までに現金で一括して支払われま

す。かかる対価は 41,521,085 円（約 2,961,561 香港ドル相当）です。 

 

XGJ、RDT および XGA についての情報 

 

一般的情報 

 

XGJ 
 
XGJ は、2011 年 6 月 1 日に日本で設立された株式会社です。XGJ は主に、シミュレーション

ゴルフ施設の運営ならびにシミュレーションゴルフ機器・周辺機器の輸入、販売およびリー

ス業務を行っています。 

 



RDT 
 

RDT は、2000 年 5 月 29 日に韓国で設立された株式会社です。RDT は主に、シミュレーション

ゴルフ機器・周辺機器の製造、販売および輸出業務を行っています。 

 

XGA 
 

XGA は、2011 年 7 月 28 日にアメリカ合衆国カリフォルニア州に設立された株式会社です。

XGA は主にシミュレーションゴルフ機器の販売・設置およびシミュレーションゴルフ施設の

運営業務を行っています。 

 

財務情報 

 

XGJ 
 

譲渡人から提供を受けた 2013 年および 2014 年 3 月期の未監査の財務諸表に基づく XGJ の主

な財務情報の概要は以下に示す通りです。 

 (単位：千円/千香港ドル) 
 2013 年 3 月期

(未監査)
2014 年 3 月期

(未監査)

売上高 92,234/6,578 187,558/13,377
税引き前当期純利益 82,209/5,863 315,610/22,511
税引き後当期純利益 81,422/5,807 314,383/22,423

 

2014 年 3 月 31 日時点の XGJ の未監査の純資産価額および未監査の総資産価額は、それぞれ

約 567,476,000 円(約 40,476,176 香港ドル相当)、約 672,726,000 円(約 47,983,309 香港ドル

相当)でした。 

 

RDT 
 

譲渡人から提供を受けた 2012 年および 2013 年 12 月期の未監査の財務諸表に基づく RDT の主

な財務情報の概要は以下に示す通りです。 

 (単位：千ウォン/千香港ドル) 
 2012 年 12 月期

(未監査)
2013 年 12 月期

(未監査)

売上高 3,818,758/28,445 4,257,184/31,710
税引き前当期純利益(又は損失) 350,827/2,613 △2,986,848/△22,248
税引き後当期純利益(又は損失) 350,827/2,613 △2,986,848/△22,248

 

2013 年 12 月 31 日時点の RDT の未監査の純資産価額および未監査の総資産価額は、それぞれ

約 8,484,610,000 ウォン(約 63,200,074 香港ドル相当)、約 16,295,543,000 ウォン(約

121,382,070 香港ドル相当)でした。 

 

XGA 
 
譲渡人から提供を受けた 2012 年および 2013 年 12 月期の未監査の財務諸表に基づく XGA の主

な財務情報の概要は以下に示す通りです。 

(単位：千米国ドル/千香港ドル) 
 2012 年 12 月期

(未監査)
2013 年 12 月期

(未監査)



売上高 464/3,569 439/3,376
税引き前当期純損失 △645/△4,961 △697/△5,361
税引き後当期純損失 △645/△4,961 △697/△5,361

 

2013 年 12 月 31 日時点の XGA の未監査の純資産価額および未監査の総資産価額は、それぞれ

約 1,443,367 米国ドル(約 11,102,823 香港ドル相当)、約 2,519,649 米国ドル(約 19,381,915

香港ドル相当)でした。 

 

当初取得費用 

 

XGJ の株式 100％、RDT の株式 30％、および、XGA の株式 50％にかかる譲渡人の当初取得費用

は、1,123,863,358 円（約 80,161,437 香港ドル相当）でした。 

 

債権証書にかかる譲渡人の当初取得費用は、600,000 米国ドル（約 4,615,384 香港ドル相

当）でした。 

 

買収の財務面への影響 
 
譲渡契約で企図する買収が 2015 年 3 月期のグループの連結収益に与える影響は軽微です。 
 
本公告中で開示した情報を除き、譲渡契約で企図する買収がグループの収益、資産及び債務

に与える影響は軽微です。 
 
譲渡契約を締結する理由とメリット 

 

取締役は、譲渡契約で企図される取引がグループおよび当社株主全体にとって、以下の理由

で有益であると考えております。 

 

(1) 譲渡契約下の取引は、(a)マーケットシェアを約 10％に拡大することで日本におけるパ

チンコ事業の成長を維持し、かつ、1,000 店舗を実現するとともに、(b)特にアジアにお

いて他の事業機会を追求して事業内容の多様化を図るというグループの現在の事業戦略

に沿うものです。これらの戦略の実践となるのが譲渡契約下の取引であり、これらの戦

略によって、グループは安定した収入源を確保するとともに、安定成長を促進すること

ができます。 

 

(2) 他の事業機会を追求するに際しては、グループは引き続きパチンコホール事業に直接関

連しまたは付随する事業へ集中していきます。にもかかわらず、とくにパチンコホール

が現地法で禁止されている地域においては、代替投資として他のそれとは無関係の事業

を行うことをグループは随時検討いたします。 

 

譲渡契約の諸条件は契約当事者間の対等な交渉を経て決定されました。取締役（独立非常勤

取締役を含みます）は、譲渡契約が通常の取引条件に基づき、グループの通常の業務過程で

行われ、かつ、その条件が公正かつ合理的なもので、グループおよび当社の株主全体の利益

に適うと考えております。 

 

上場規則の適用 

 

譲渡人は、本公告日時点で、佐藤洋治氏(当社関連当事者)、佐藤夫人およびリッチオ(それぞ

れ佐藤洋治氏の関連者に当たる)により併せて 59.09％を所有されているため、譲渡人は上場

規則下の当社関連当事者の関連者に当たります。従って、譲渡人は当社の関連当事者にも当

たり、譲渡契約の締結および譲渡契約で企図される取引は上場規則第 14A 章に基づく関連当

事者取引となります。 



 

上場規則第 14A.81 に基づき、譲渡契約に基づき企図される取引は合算されなければなりませ

ん。なぜなら、(1)すべての譲渡契約は、譲受人と、当社関連当事者である譲渡人との間で締

結され、(2)債権譲渡契約は当社グループが XGA の株式 50％を取得することに鑑みて締結さ

れ、(3)譲渡契約は全て同じ 12 ヶ月間の間に履行されるからです。 

 

しかし、譲渡契約で企図される取引に対して適用される上場規則に基づく各比率が 0.1%を超

過するものの 5%を下回るため、譲渡契約は、上場規則第 14A 章にしたがって、報告および公

表義務には服しますが、サーキュラー（独立財務アドバイザーの助言を含む）と独立株主の

承認義務は免除されます。 

 

佐藤洋治氏と佐藤公平氏は、当社の常勤取締役ですが、それぞれ譲渡人の株式を大量に保有

しており、譲渡契約に対して重大な利害を有しております。そのため、譲渡契約およびその

企図する取引を承認する取締役会決議についての議決権の行使を差控えました。 

 

グループ、譲受人および譲渡人の主な事業活動 

 

子会社を通じて事業運営を行う当社は、2013 年のパチンコ玉およびパチスロメダルの貸出料

総額が日本で二番目に大きいパチンコホール運営事業者です。 

 

譲渡人は、主に投資のための株式保有業を行っており、XGJ 株式全部、RDT 株式の 30％およ

び XGA 株式の 50％を保有しています。 

 

譲受人の主な事業は 4 つに分けられます。すなわち、(1)不動産管理、(2)給与計算・会計管

理業務の受託、(3)遊技台総合事業（情報提供、仲介、PB 開発を含む）、および、(4)広告代

理店業です。 

 

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、以下の用語は隣に記載した意味を

有します。 

 

「債権譲渡契約」  譲渡人が保有する債権証書上の権利、権原、利益の譲受人

への売却について、譲渡人、譲受人および XGA 間で締結さ

れた 2014 年 9 月 25 日付けの契約 

 

「関連者」  上場規則に定める意味を有します。 

 

「取締役会」  当社の取締役会 
 

「当社」  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。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 

 

「取締役」  
 

 当社の取締役またはその一人 

「グループ」  会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 
 



「日本円」、「\」または

「円」 
 

 日本の法定通貨である日本円 

「上場規則」  香港証券取引所の証券上場規則 
 

「佐藤公平氏」  常勤取締役兼当社代表執行役である佐藤公平氏 

 

「佐藤洋治氏」  常勤取締役兼取締役会議長である佐藤洋治氏 

 

「佐藤夫人」  佐藤洋治氏の妻である佐藤恵子氏 
 

「譲渡契約」  株式譲渡契約および債権譲渡契約のいずれかまたは全体を

意味します 
 

「債権証書」 

 

 2013 年 11 月 1 日に作成された債権証書（貸付日：2013 年

11 月 1 日、返済期日：2014 年 9 月 30 日）（400,000 米国

ドルの元本とその利息を含む）と 2013 年 11 月 27 日に作成

された債権証書（貸付日：2013 年 11 月 27 日、返済期日：

2014 年 8 月 26 日）（200,000 米国ドルの元本とその利息を

含む）。いずれも XGA が譲渡人に差し入れた 

 

「譲受人」 

 

 日本で設立された株式会社である株式会社ダイナムビジネ

スサポート。当社の完全子会社 

 

「RDT」  韓国で設立された株式会社である株式会社アルディテッ

ク。譲渡人が 30％を所有し、70%は他の株主が所有してお

ります。かかる他の株主は、取締役があらゆる合理的な調

査を経て知りうる限り、当社および当社の関連当事者から

独立した第三者です。 

 

「リッチオ」  日本で設立された株式会社であるリッチオ株式会社。本公

告日現在で、リッチオは佐藤洋治氏が99.9%を所有する 
 

「株式譲渡契約」  譲渡人が保有する XGJ の全株式、RDT の株式 30％、およ

び、XGA の株式 50％の譲受人への売却について、譲渡人と

譲受人との間で 2014 年 9 月 25 日に締結された契約 

 

「証券取引所」  香港証券取引所 
 

「米国ドル」  アメリカ合衆国の法定通貨 
 

「譲渡人」 
 

 日本で設立された株式会社ダイナムホールディングス。佐

藤洋治氏、佐藤夫人およびリッチオは併せてDYHの59.09％

を所有しています。 

 
 

「XGA」  アメリカ合衆国カリフォルニア州に設立された株式会社で

ある X GOLF AMERICA, INC.RDT と譲渡人が 50％ずつ所有し

ています 

 

「XGJ」  日本に設立された株式会社 X-GOLF JAPAN。譲渡人が 100％

を所有しています。 

 

「ウォン」  韓国の法定通貨 



 
「％」  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 

     常勤取締役兼代表執行役 佐藤公平 
 

2014 年 9 月 25 日、日本国、東京 

 

説明のために付言しますと、本書中で別異の記載のない限り、日本円、ウォンおよび米国ド

ル建ての金額はそれぞれ、1 香港ドル 14.02 円、1 香港ドル 134.25 ウォン、1 香港ドル 0.13

米国ドルのレートでそれぞれ換算されており、これらは 2014 年 9 月 24 日（つまり本公告掲

載の前営業日）の実勢為替レートでした。 
 
本公告日現在で、当社の常勤取締役は佐藤洋治氏および佐藤公平氏、当社の非常勤取締役は

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・イップ氏(Mr Thomas Chun Kee YIP)です。 

 
＊本公告は、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。 
 


