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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 2 機の購入及びリースの取り決め 
に関する要開示取引 

 

2022 年 10 月 21 日（取引時間終了後）に DAIL が Wizz 社と本件航空機売買契約を締結し、

同契約に基づいて Wizz 社は（原航空機購入契約に基づく）本件航空機の購入及びその引き渡

しを受ける権利を DAIL に譲渡すること等に合意し、DAIL はかかる譲渡を受けることことに

合意しましたのでお知らせ致します。DAIL と Wizz 社は、2022 年 10 月 21 日（取引時間終

了後）に本件リース契約も締結し、同契約にしたがって、本件航空機は DAIL から Wizz 社又

は Wizz 社のグループ内の関連会社にリースされます。 

 

上場規則上の意味 

 

本件取引について、適用パーセンテージ比率の一つ以上が 5%超で、全ての適用パーセンテ

ージ比率が 25%未満であるため、本件取引は上場規則第 14 章の要開示取引となります。し

かし本件取引は適格航空機リース事業にあたりますので、上場規則第 14.33D 条に基づく公

表を行う義務のみに服します。 

 

2022 年 10 月 21 日（取引時間終了後）に DAIL が Wizz 社と本件契約を締結し、同契約に基

づいて Wizz 社は（原航空機購入契約に基づく）本件航空機の購入及びその引き渡しを受ける権

利を DAIL に譲渡すること等に合意し、DAIL はかかる譲渡を受けることことに合意しましたの

でお知らせ致します。DAIL と Wizz 社は、2022 年 10 月 21 日（取引時間終了後）に本件リー

ス契約も締結し、同契約にしたがって、本件航空機は DAIL から Wizz 社又は Wizz 社のグルー

プ内の関連会社にリースされます。 

 

航空機売買契約 

 

日付: 2022 年 10 月 21 日 

 

当事者 

 

(a)  購入者：DAIL 

(b)  売主：Wizz 社 

 

 



2 

 当社取締役の知りうる限り、Wizz 社とその実質的所有者は、当社及び当社の関連当事者から

独立した第三者です。 

 

 本件航空機売買契約にしたがい、本件航空機購入契約と原航空機購入契約の諸条件を前提と

して、Wizz 社は（原航空機購入契約に基づく）本件航空機の購入及びその引き渡しを受ける権

利を DAIL に譲渡することに合意し、DAIL はかかる譲渡を受けることことに合意しました 

 

取得する資産：本件航空機（エアバス A321Neo 型機 2 機） 

 

本件航空機購入契約の履行完了予定日：本件航空機 2 機は 2023 年の下半期に引き渡される予

定です。 

 

本件リース契約 

 

日付: 2022 年 10 月 21 日 

 

当事者 

 

(a)  貸主：DAIL 

(b)  借主：Wizz 社 

 

本件リース契約にしたがい、本件航空機売買契約の完了時に、それぞれの航空機が DAIL から

Wizz 社又は Wizz 社のグループ内の関連会社にリースされます。 

 

当事者の情報 

 

当社グループは主にパチンコホール運営事業とグローバルな航空機リース事業を行っており

ます。 

 

DAIL はアイルランド共和国の法に基づき設立された会社で、当社の間接的な完全子会社です。

DAIL は主に航空機リース事業を行っています。 

 

Wizz 社はハンガリー法に基づき設立された会社で、Wizz Air Holdings Plc の完全子会社です。

Wizz 社は民間航空機サービス事業を主に行っております。 

 

上場規則上の意味 

 

本件取引について、適用パーセンテージ比率の一つ以上が 5%超で、全ての適用パーセンテー

ジ比率が 25%未満であるため、本件取引は上場規則第 14 章の要開示取引となります。しかし本

件取引は適格航空機リース事業にあたりますので、上場規則第 14.33D 条に基づく公表を行う

義務のみに服します。 

 

取締役会は、(1)当社が上場規則第 14.0４(10Ｅ)条に定める適格航空機レッサーの基準を充足

していること、(2)本件取引の締結は、当社の通常の事業遂行の中で、かつ、通常の商取引条件

に基づいて行われること、(3)本件取引の諸条件は公正かつ合理的であり、当社及び当社株主全

体の利益にかなうことを確認しました。 
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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。 

 

「エアバス社」 フランス法に基づき適切に設立・存続する単純型株式会社である

Airbus S.A.S. 

 

「本件航空機」 新しいエアバス A321Neo 型機 2 機 

 

「本件航空機売買契約」 DAIL と Wizz 社とが 2022 年 10 月 21 日に締結した航空機売買契

約。これにしたがって、Wizz 社は（原航空機購入契約に基づく）エ

アバスから本件航空機の購入及びその引き渡しを受ける権利を

DAIL に譲渡すること等に合意し、DAIL はかかる譲渡を受けること

ことに合意しました 

 

「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 

 

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

 

「本件リース契約」 

 

DAIL と Wizz 社（借手）との間で 2022 年 10 月 21 日に締結された

リース契約。この契約の定めにしたがって、DAIL は本件航空機を

Wizz 社又は Wizz 社のグループ内の関連会社にリースします 

 

「上場規則」 

 

香港証券取引所の証券上場に適用される規則 

「原航空機購入契約」 Wizz 社による本件航空機のエアバスからの購入に関して、本件取引

より前に Wizz 社とエアバス社との間で締結された航空機購入契約 

 

「パーセンテージ比率」 上場規則第 14.07 条に定める意味を有する 

 

「適格航空機リース事業」 

 

上場規則第 14.04（10D）条に定める意味を有する 

 

「適格航空機レッサー」 

 

上場規則第 14.04（10E）条に定める意味を有する 
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「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及び本件リース契約の締結及びかかる契約で企

図されている取引 

 

「Wizz 社」 ハンガリーで有限責任で設立された Wizz Air Hungary Ltd.または

Wizz Air Leasing Ltd.。ロンドン証券取引所に株式が上場している

Wizz Air Holdings Plc の完全子会社。 

 

「%」 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 

取締役会議長 坂本 誠 
2022 年 10 月 24 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坂本誠氏、当社の非業務執行取締役は

佐藤洋治氏、佐藤公平氏及び保坂明氏、当社の独立非業務執行取締役は加藤光利氏、トーマス・

チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)氏、村山啓氏、神田聖人氏及び加藤公司氏です。 

 

＊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。 


