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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: 6889) 

 
関連当事者取引 

 

取締役会は、(1)2013 年 4月 5 日に買主（当社の完全子会社）がリッチオコリア株式購入契約を

締結してリッチオコリアの全株式を売主より 106,623,000 ウォン（約 740,000 香港ドル相当）

で購入する合意をしたこと、および、(2)2013 年 4 月 25 日に買主がエリン株式購入契約および

北京 GEO 持分購入契約を締結し、エリンインターナショナルの株式の 87.61%および北京 GEO の

全持分を売主より 4,400,207,741 トゥグルグ（約 24,651,000 香港ドル相当）および 8,711,000

人民元（約 10,948,000 香港ドル相当）でそれぞれ購入することに合意したことをお知らせいた

します。 

 

これらの株式/持分取得の完了後、買主はエリンインターナショナルの株式の 87.61%、リッチオ

コリアの株式の全部および北京 GEO の持分の全部を保有することになります。 

 

売主の株式の約 86.82%が支配株主によって所有されており、支配株主は当社の株式の約 68.2%

を保有するため上場規則に基づく当社の支配的株主にあたり、売主は支配株主の関連者ですか

ら、上場規則上当社の関連当事者になります。したがって、株式購入契約は上場規則第 14A 章

に基づく一連の関連当事者取引に該当します。株式購入契約がすべて同じ 12 ヶ月間の間に履行

されるため、株式購入契約に基づき支払われる対価は上場規則の規則 14.25 上の対価比率の計

算上合算されます。株式購入契約に基づき支払われる合算後の対価が百万香港ドルを超過し、

株式購入契約に関して規則 14.07 に基づき算出された適用あるパーセンテージ比率のいくつか

が 0.1%を超過するものの、かかる適用あるパーセンテージ比率の全てが 5%を下回るため、上場

規則の規則 14A.32 に基づき、株式購入契約は報告および公表義務には服しますが、独立株主の

承認義務は免除されます。 

 

株式購入契約 

 

株式購入契約の諸条件を前提として、(1)2013 年 4 月 5日に、買主（当社の完全子会社）がリッ

チオコリア株式購入契約を締結してリッチオコリアの全株式を売主より 106,623,000 ウォン（約

740,000 香港ドル相当）で購入する合意をし、(2)2013 年 4 月 25 日に、買主がエリン株式購入契

約および北京 GEO 持分購入契約を締結し、エリンインターナショナルの株式の 87.61%および北

京 GEO の全持分を売主より 4,400,207,741 トゥグルグ（約 24,651,000 香港ドル相当）および

8,711,000 人民元（約 10,948,000 香港ドル相当）でそれぞれ購入することに合意しました。 

 

日付 



 

リッチオコリア株式購入契約：2013 年 4 月 5日 
 
エリン株式購入契約および北京 GEO 持分購入契約：2013 年 4 月 25 日 
 
当事者 

 

売主： DYH の完全子会社であるヒュウマップです。ヒュウマップの約 86.82%は支配株主が所有

しております。 
 
買主： 当社の完全子会社であるダイナム香港 

 

売主の株式の約 86.82%が支配株主によって所有されており、支配株主は当社の株式の約 68.2%

を保有するため上場規則に基づく当社の支配的株主にあたり、売主は支配株主の関連者ですから

、上場規則上当社の関連当事者になります。 

 

取得する資産 

 

以下の資産が株式購入契約にしたがって既に取得され、または、取得されます。 

 

(1) エリン株式購入契約にしたがい売主が保有するエリンインターナショナルの株式の 87.61

％ 

 

(2) リッチオコリア株式購入契約にしたがい売主が保有するリッチオコリアの株式の 100％ 

 

(3) 北京 GEO 持分購入契約にしたがい売主が保有する北京 GEO の持分の 100％ 

 

(エリン株式購入契約、リッチオコリア株式購入契約および北京 GEO 持分購入契約は、あわせて、

「株式購入契約」というものとします。) 

 

株式/持分の対価 

 

エリン株式購入契約にかかる株式の対価は 4,400,207,741 トゥグルグ（約 24,651,000 香港ドル

相当）、リッチオコリア株式購入契約にかかる株式の対価は 106,623,000 ウォン（約 740,000

香港ドル相当）および北京 GEO 持分購入契約にかかる持分の対価は 8,711,000 人民元（約

10,948,000 香港ドル相当）です。取締役は、株式/持分の対価がエリンインターナショナル、リ

ッチオコリアおよび北京 GEO の純資産価額を参照して売主と買主間の公正な交渉を経て決定さ

れたことを確認いたします。 

 

株式/持分対価の支払い方法 

 

リッチオコリア株式購入契約にしたがい、リッチオコリアの買収にかかる株式対価は 2013 年 4

月 13 日に香港ドルで現金で支払われました。かかる対価の金額は 725,036 香港ドルであり、2013

年 4 月 4日付けのウォンと香港ドル間の実勢為替レートに基づき換算されました。 

 

北京 GEO 株式購入契約にしたがい、北京 GEO の買収にかかる持分対価は 2013 年 4 月 16 日から

15 営業日以内に香港ドルで現金で支払われます。かかる対価の金額は、10,854,777 香港ドルで

あり、2013 年 3 月 26 日付けの人民元と香港ドルとの間の実勢為替レートに基づき換算されまし

た。 

 



エリン株式購入契約にしたがい、エリンインターナショナルの買収にかかる株式対価は履行時に

香港ドルで現金で支払われます。かかる対価の金額は、2013 年 4 月 24 日その他当事者が合意し

た日の実勢為替レートでトゥグルグから香港ドルに換算されます。 

 

エリンインターナショナル、リッチオコリアおよび北京 GEO についての情報 

 

一般的情報 

 

エリンインターナショナル 
 
エリンインターナショナルは、2003 年 5月 30 日にモンゴル国で設立された有限責任の会社です

。エリンインターナショナルは主に、国際運送事業、不動産取引および管理業務ならびにモンゴ

ル国での土地の造成及び販売業務を行っています。 

 

リッチオコリア 
 
リッチオコリアは 2006 年 2 月 27 日に韓国で設立された有限責任会社です。リッチオコリアは主

に LCD モニターの売買と、LCD モニターのアフターセールス・サービスの提供を行っております

。さらに、リッチオコリアはアジアでのヴァーチャル・パチンコ機の製造・販売を現在考えてお

ります。 

 

北京 GEO 
 

北京 GEO は、2004 年 8 月 4 日に中国で設立された会社です。北京 GEO は主にコーヒー豆の焙煎

と販売を行っています。主な顧客は中国の飲料水製造業者、供給者および飲料水の小売店事業者

です。 

 

財務情報 

 

エリンインターナショナル 
 
2012 年 12 月 31 日までの 2 年間のエリンインターナショナルの監査済み財務諸表に基づくと、

2011年 12月期の税引き前利益は、約802,431,000トゥグルグ (約 4,495,000香港ドル相当)で、

税引き後利益は約 718,478,000 トゥグルグ(約 4,025,000 香港ドル相当)になります。 2012 年 12

月期の税引き前利益は、約 912,065,000 トゥグルグ (約 5,110,000 香港ドル相当)で、税引き後

利益は約 840,429,000 トゥグルグ (約 4,708,000 香港ドル相当)です。 

 

2012 年 3 月期のエリンインターナショナルの監査済み純資産価額は、約 5,419,910,000 トゥグ

ルグ (約 30,364,000 香港ドル相当)で、監査済み総資産価額は約 7,677,745,000 トゥグルグ (

約 43,013,000 香港ドル相当)です。 

 

売主のエリンインターナショナルの株式 87.61%の投資コストは、285,725,000 円（約 22,328,000

香港ドル相当）でした。 

 

リッチオコリア 
 
2013 年 3 月 31 日までの 2年間のリッチオコリアの未監査の財務諸表によると、2012 年 3 月期の

税引き前利益は約 130,012,000 ウォン（約 902,000 香港ドル相当）で、税引き後利益は約

130,012,000 ウォン（約 902,000 香港ドル相当）になります。2013 年 3 月期の税引き前利益は

約 39,976,000 ウォン（約 277,000 香港ドル相当）で、税引き後利益は約 39,976,000 ウォン（約



277,000 香港ドル相当）になります。 

 

2013 年 3 月期のリッチオコリアの未監査の純資産価額は、約 826,635,000 ウォン (約 5,738,000

香港ドル相当)で、監査済み総資産価額は約 1,519,049,000 ウォン(約 10,543,000 香港ドル相当

)です。 

 

売主のリッチオコリアの株式の 100%の投資コストは、274,617,826 円（約 21,460,000 香港ドル

相当）でした。 

 
北京 GEO 
 
2012 年 12 月 31 日までの 2年間の北京 GEO の監査済み財務諸表に基づくと、2011 年 12 月期の税

引き前利益は、約1,441,000 人民元(約1,811,000香港ドル相当)で、税引き後利益は約1,441,000

人民元 (約1,811,000香港ドル相当)になります。2012年12月期の税引き前利益は、約5,641,000

人民元(約 7,090,000 香港ドル相当)で、税引き後利益は約 5,641,000 人民元(約 7,090,000 香港

ドル相当)です。 

 

2012 年 12 月期の北京 GEO の監査済み純資産価額は、約 162,000 人民元(約 204,000 香港ドル相

当)で、監査済み総資産価額は約 16,754,000 人民元(約 21,057,000 香港ドル相当)です。 

 

売主の北京 GEO の 100％持分の投資コストは、429,153,120 円（約 33,536,000 香港ドル相当）で

した。 

 
株式購入契約書を締結する理由とメリット 

 

取締役は、エリンインターナショナル、リッチオコリアおよび北京 GEO の買収がグループおよび

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) この買収によって、グループの事業および収入源が多様化する一方で、グループの主な事

業であるパチンコーホール運営への集中も維持されます。 

 

(2) これまでのエリンインターナショナル、リッチオコリアおよび北京 GEO の業績に基づき、

これらの会社の事業機会に対する確信をもっております。 

 

(3) この買収は、パチンコホール運営事業に直接関係または付随する支配株主が所有する事業

を直接管理・経営するというグループの現在の事業戦略に沿っております。 

 

取締役（独立非常勤取締役を含みます）は、株式購入契約が通常の取引条件に基づき、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 

 

売主の株式の約 86.82%が支配株主によって所有されており、支配株主は当社の株式の約 68.2%

を保有するため、上場規則に基づく当社の支配的株主にあたり、売主は支配株主の関連者ですか

ら、上場規則上、当社の関連当事者になります。したがって、株式購入契約は上場規則第 14A

章に基づく一連の関連当事者取引に該当します。 

 

リッチオコリア株式購入契約は、それだけをみると、あらゆるリッチオコリア株式購入契約につ

いての規則 14.07 にしたがって算出したあらゆるパーセンテージ比率が 0.1％を超えないので、



上場規則第 14A 章に定める報告、公表および独立株主の承認義務を免除されます。 

 

しかし、株式購入契約がすべて同じ 12 ヶ月間の間に履行されるため、株式購入契約に基づき支

払われる対価は上場規則の規則 14.25 上の対価比率の計算上合算されます。株式購入契約に基づ

き支払われる合算後の対価が百万香港ドルを超過し、株式購入契約に関して規則 14.07 に基づき

算出された適用あるパーセンテージ比率のいくつかが 0.1%を超過するものの、かかる適用ある

パーセンテージ比率の全てが 5%を下回るため、上場規則の規則 14A.32 に基づき、株式購入契約

は報告および公表義務には服しますが、独立株主の承認義務は免除されます。 

 

佐藤氏は、DYH を通じて売主の株式を保有しており、株式購入契約に対して重大な利害を有して

おります。そのため、株式購入契約およびそれに基づき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、買主および売主の主な事業活動 

 

当社は、パチンコ玉およびパチスロメダルの総貸出価額で日本における二番目に大きいパチンコ

ホール運営事業者です。 

 

買主の主な活動は、投資目的の株式保有です。 

 

売主の主な事業は 3 つに区分されます。すなわち、(1)食品および飲料水小売店の運営および経

営、(2)グループのパチンコホールでの清掃事業の提供、および、(3)会計および給与計算業務の

提供になります。 

 

定義 

「関連者」  上場規則に定める意味を有します。 

「北京 GEO」 

 

 2004年 8月 4日に中華人民共和国に設立された会社である北

京 GEO コーヒー（登録番号 0154966）。北京 GEO は、DYH がヒ

ュウマップを通じて 100%保有します。 

「北京 GEO 持分購入契約」  売主が保有する北京 GEO の持分の 100％の買主への売却つい

て売主と買主間で 2013 年 4 月 25 日に締結した契約 

「取締役会」  当社の取締役会 

「会社法」  日本の会社法（平成 17 年法律第 86 号） 

「当社」  2011 年 9 月 20 日に会社法に基づき日本で設立された有限責

任の株式会社ダイナムジャパンホールディングス（登録番号

0115-01-017114） 

「支配株主」  佐藤氏、リッチオおよび佐藤ファミリー 

 

「取締役」  

 

 当社の取締役またはその一人 

「DYH」 

 

 1987年12月15日に会社法に基づき日本で設立された有限責任

の株式会社ダイナムホールディングス（登録番号

0115-01-010630）。DYHの約86.82%は支配株主が所有していま



す。 

「ダイナム香港」  当社の完全子会社である株式会社ダイナム香港 

「エリンインターナショナ

ル」 

 

 2003年5月30日にモンゴルで設立された有限責任の会社であ

る株式会社エリンインターナショナル（登録番号

9019015133）。エリンインターナショナルの87.61%はヒュウ

マップを通じてDYHが保有しています。 

「エリン株式購入契約」  売主が保有するエリンインターナショナルの持分の87.61%の

買主への売却ついて売主と買主間で2013年4月25日に締結し

た契約 

「株式/持分対価」  売主が保有するエリンインターナショナルの 87.61％の株式

の取得につきエリン株式購入契約に基づき買主が売主に支払

う対価、売主が保有するリッチオコリアの株式の 100％の取

得につきリッチオコリア株式購入契約に基づき買主が売主に

支払う対価および売主が保有する北京 GEO の持分の 100％の

取得につき北京 GEO 持分購入契約に基づき買主が売主に支払

います。 

 

「グループ」  会社およびその子会社 

 

「ヒュウマップ」  1982 年 11 月 1 日に会社法に基づき日本に設立された有限責

任の株式会社である株式会社日本ヒュウマップ（登録番号

0115-01-008097）。ヒュウマップは DYH の完全子会社です。 

 

「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 

 

「トゥグルグ」  モンゴル国の法定通貨 

 

「佐藤氏」 

 

 当社の常勤取締役、取締役会議長、代表執行役であり、支配

株主でもある佐藤洋治氏 



 

「中国」  中華人民共和国。ただし、本書の上では、香港、中国特別行

政区、マカオ特別行政区および台湾を除きます。 

 

「買主」  ダイナム香港 

「リッチオ」  2006年8月1日に会社法に基づき有限責任で設立された日本の

株 式 会 社 で あ る リ ッ チ オ 株 式 会 社 （ 登 録 番 号

0115-01-011944）。リッチオは佐藤氏が99.9%を所有し、した

がって、支配株主です。 

 

「リッチオコリア」  2006年2月27日に韓国で設立された有限責任の会社である株

式会社リッチオコリア（登録番号110111-3408732）。リッチ

オコリアは、DYHがヒュウマップを通じて100%を所有します。

 

「リッチオコリア株式購入

契約」 

 売主が保有するリッチオコリア株式の100％の買主への売却

ついて売主と買主間で2013年4月5日に締結した契約 

「人民元」  中国の法定通貨 

 

「佐藤ファミリー」  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またはそのうちの一人。それぞれが

佐藤氏のファミリーの一員でありかつ関連者です。佐藤ファ

ミリーのそれぞれは支配株主です。 

 

「株式購入契約」  エリン株式購入契約、リッチオコリア株式購入契約および北

京 GEO 持分購入契約のいずれかまたは全体を意味します。 

「売主」 

 

 ヒュウマップ 

「ウォン」  韓国の法定通貨 

「％」  パーセント 
                        

取締役会を代理して 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 

     佐藤洋治 

議長 兼 代表執行役 
 

2013 年 4 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、人民元、トゥグルグおよ



びウォン建ての金額はそれぞれ、1香港ドル 12.7968 円、1香港ドル 0.79564 人民元、1香港ド

ル 178.5 トゥグルグおよび 1香港ドル 144.075 ウォンのレートでそれぞれ換算されており、これ

らは 2013 年 4 月 24 日（つまり本書掲載の前営業日）の実勢為替レートでした。 
 
本公告日現在で、当社の取締役は佐藤洋治氏、社外取締役は牛島憲明氏、独立社外取締役は、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。 
 

 


