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★第 7 回 PTB 評価調査結果★

ＰＴＢ評価委員会

評価調査の概要
第 7 回の PTB 評価調査を実施致しました。調査の概要は、以下の通りです。
 実施期間： 2014 年 12 月～2015 年 3 月
 対象会社： ㈱ダイナム、㈱アメニティーズ、夢コーポレーション㈱

※ ㈱ニラクは、今年度は調査を実施せず。

 調査場所： 調査対象会社本社および選定された各店舗
 調査方法： PTB 評価基準にもとづき、以下の調査方法により調査を実施
・ 本社管理部門担当者へのヒアリングおよび証跡となる関連文書の確認
・ ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス等への取り組み姿勢に関する経営者へのヒアリング
・ パチンコホール店舗における店長へのヒアリングおよび各種運用状況の視察
最近の経営環境や法規制等の変化および過去の調査経験を踏まえ、より実効性の高い調査を行うべく、PTB 評価基準の
変更を行いました。主な変更点は、以下の通りです。

調査の実施体制

１

調査対象会社の平均格付け
 PTB の評価調査は、10 分類 96 項目の評価基準の各項目について、理想的水準を 5 点とする 5 段階で評価をし
ます。各項目の評価結果にもとづき、分類毎に評価の平均点を算出し、平均点を基準に「AAA」から「D」までの 7 段
階で格付を決定しています。
第 7 回評価調査における調査対象会社 3 社の各分類の平均格付は、以下のとおりです。

*格付の定義について、外部の第三者がより理解しやす
いように表現を変更しました。
上場会社、非上場会社とでレベルを分けて表現すること
で、会社の内部管理体制の水準が一般的な会社と比

第７回評価調査結果の総括

較してどの程度か把握しやすくなっています。

２

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
香港証券取引所株式上場についてのセミナー・懇親祝賀会 開催
日時

平成２７年５月２2 日（金曜日）

会場

ホテルニューオータニ 芙蓉の間 「中西」・「東中」

開会挨拶

午後３時 30 分

谷口 晶貴 氏
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

第１期・第２期・第５期・第８期代表理事

祝辞

午後３時 35 分

佐藤 洋治 氏

第一部

午後 3 時 40 分

『基調挨拶』
谷口 久徳 氏 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 代表執行役社長

～

株式会社ニラク 代表取締役社長

午後３時 55 分

第二部

午後 3 時 55 分
～
午後４時 30 分

第三部

午後４時 30 分
～

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

基調講演『上場の経緯と総括』
大石 明徳 氏 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役
株式会社ニラク 取締役
パネルディスカッション『香港証券取引所株式公開までの道のり』
コーディネーター

午後６時

藤田 宏 氏
株式会社エンターテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

パネラー

曾我 貴志 氏

PTB 評価委員会委員

曾我法律事務所パートナー 日本国・ニューヨーク州弁護士
Mr.Willis Ting 申銀萬国融資(香港)有限公司 董事總經理
Shenyin Wanguo Capital(H.K.)Ltd. Managing Director
金川 創 氏

金川国際法律事務所 パートナー、弁護士

鵜飼 千恵 氏

Pwc あらた監査法人 公認会計士

大石 明徳 氏

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役
株式会社ニラク 取締役

閉会挨拶

午後６時

金本 朝樹 氏

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会 代表理事

３

開会挨拶 谷口 晶貴 氏
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
第１期・第２期・第５期・第８期代表理事
本日は、お忙しい中、大勢の皆様方にお越しいただき、心より御礼申し上げます。
協会を立ち上げた者として、また、株式会社ニラクの元会長として、皆様に一言御礼
を申し上げて開催のご挨拶とさせていただきたいと思います。
この協会は真面目に勉強会を重ねてきた会だと自負しております。年に 4 回勉強
会をやろう。会員相互が刺激し合い、様々な勉強会を重ねて行こう。なんとしても株式公開企業を輩出しようというような悲願が
ありました。数えまして 41 回目の勉強会の年に、㈱ダイナムが、本日の第 52 回目の勉強会の年に当ニラクが、上場を果たすこ
とができました。
本日はこのように多数様のご出席を賜り、心より御礼を申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。

祝辞 佐藤 洋治 氏
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
ニラクグループのすべての働く方々、本当におめでとうございます。こ
のニラクグループの香港の上場は、20 年前に谷口さん兄弟と一緒に
ペガサスクラブの渥美俊一先生のところに勉強に行ったのが発端です。
渥美先生から学んだことは、“今小さいことは恥ずかしいことではない、
ただし、いつまでも小さいことは恥ずかしいと思いなさい。志を大きく
20 年後、何店舗になる、売上、取引企業はどれだけになる、と誓約
書を書きなさい。” おそらくニラクさんも 20 年後の誓約書を書いたは
ずです。これは志を持てということ。しかし、この過程の中で志を持ちながら店数増やす、これは手段であって目標ではない。渥美
先生に、チェーンストアを作って、最終的に消費者の視点、お客様の立場で業界を改革しなければならない、そういう高い志を
20 年前に植え付けられました。そして 20 年間ニラクの役員の皆さんと社員の皆さんが、高い志を持ち続けることができたということ
が、何よりも素晴らしいと思います。
そして、その志を持ち続けるには、良い師、恩師、そして仲間が必要です。渥美先生という恩師がいて、そしてパチンコ・トラス
ティ・ボードの横山和夫先生はじめ評価委員の先生方、他多くの先生方にお手伝いいただき、その高い志を持続させることが出
来ました。また、13 年前パチンコ・チェーンストア協会の設立時、谷口さんに初代代表理事をやっていただき、協会の素晴らしい
仲間達で支え合ってきました。ご苦労を共にしたニラクのすべての皆様方に心からお祝いを申し上げます。
しかしこの上場はまだ一里塚です。今パブリックカンパニーとして、より社会に貢献できる舞台にニラクグループが乗りました。まさ
にこれからもっと社会のお役にたてるような活躍と発展をニラクグループの皆さん方に、是非是非お願い申し上げ、これからも活躍
を大いに期待して、お祝いの言葉に代えさせて頂きます。本当におめでとうございます。
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第一部 『基調挨拶』 谷口 久徳 氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 代表執行役社長
株式会社ニラク 代表取締役社長

本日は大変お忙しい中、弊社香港証券取引所上場に伴う経営勉
強会に、このように大勢の方々がご参加を賜り、心から御礼を申し上げ
ます。
弊社の上場の目的は、資金調達にあることは言うまでもございません
が、それ以上にその先にある本当の目的は、社会的評価の向上という
大変大きな目的です。そして、もっとも大事なことは、当社だけではなく、
すべての従業員、そしてその家族にとって、胸を張ってわが業界で働いて
いることを伝えることができるようになったことだと、今、確信をしております。社会的評価の向上は企業、団体で様々な方法
があるとは思いますが、私どもは今回の上場が最も弊社らしい選択であると考え、その一心で上場することを決意いたしまし
た。過去われわれの先人が大変なご苦労をしながら作り上げてきた素晴らしいパチンコの歴史と文化を継承し、変えるとこ
ろは変え、今後も業界の発展に少しでも貢献できればと思っております。
次に香港証券取引所を選択した理由ですが、ご周知の通り、香港は現在世界でも重要な国際金融センターとして位
置づけられており、香港証券取引所はその資金調達力など、アジアを代表する有数の証券取引所と評価を受けております。
今後アジア市場で通用するエンターテイメント企業に成長するためにも、この度の香港証券取引所への上場がその足掛か
りになればと考えております。
この度の上場の実現は、少し大げさですが、天の時、地の利、人の和に例えることができると思っております。
まず、天の時ですが、我々パチンコ産業は６０年以上にもわたり、日本の娯楽文化として、パチンコファンに支えられ成
長して参りましたが、これからどの国の経済、文化もグローバル化していくなかで、この素晴らしい日本の娯楽文化を本当の
意味で中身から進化させることは、今が最高のタイミングであると思っております。
そして、地の利ですが、弊社は６０年以上東北に拠点を置いてきました。東北で育った我々が、パチンコ産業の新しい
未来を成し遂げるために、我々が作り上げてきたこの産業を外から見る必要があると感じます。我々パチンコ産業に携わる
者が、世界のエンターテインメント産業に触れ、世界に通用するエンターテインメント企業として、これから何を成し遂げて行
かなければならないのか。そのためには内からだけ見ていてはいけない。アジアの巨大マーケットを見て、実感するためには、
香港がまさしく地の利であったと確信をしております。
そして人の和でありますが、まさしく今回の上場までの道のりは、高い志と技術力を持ったプロフェッショナルチーム、成長し
たいと思う強い志を持った弊社従業員によるプロジェクトチームが集まり、一心同体となり行動を共にしてきたからこそ、強力
な原動力となり、香港上場が成し遂げられました。この素晴らしいパチンコ産業の社会的地位の向上を成し遂げ、プライド
高く持つ我々だからこそ、パチンコファンを増やすことができ、そして弊社を進化させることだと確信をしております。つまり、どん
な時でも、どんな良い地でも、この人の和が無ければ成すことがで
きなかったと思います。４年前、東日本大震災を乗り越えてきたと
きと同じく、上場におきましても乗り越えて行かなければならない
様々な出来事が待ち受けていると思いますが、それらすべてをエネ
ルギーに変え、これから公の企業としてまだまだ進化させていかなけ
ればならないことがたくさんございますので、頑張ってまいりたいと決
意をしております。
本日お越しの皆様のますますのご発展を祈念し、ご挨拶とさせ
ていただきます。本日は誠にありがとうございました。
５

第二部 『上場の経緯と総括』 大石 明徳 氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役
株式会社ニラク 取締役

【上場についての概要】
会社名

:

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス（NIRAKU GC HOLDINGS, INC.）
2013 年 1 月 10 日設立のホールディングカンパニー

証券コード Stock Coad

:

1245 （証券コードネーム Stock Short Name）は NIRAKU

代表執行役社長

:

谷口 久徳

本社所在地

:

福島県郡山市方八町一丁目 1 番 39 号

香港事務所

:

Room505,Hutchison House,10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

上場日

:

2015 年４月 8 日

上場の対象となった決算月

:

2014 年 9 月 30 日

発行株数

:

3 億株を新株発行、その時の株式総数の 25％ うちの 10%を一般投資家、90%を機関投資家に振り向けた

申込倍率

:

一般投資家向け（Public Offering）約 2.05 倍

調達額

:

3.54 億 HK ドル、日本円で 54 億 8,700 万円（１HK ドル＝15.5 円で換算）

公募価格

:

公募の価格は 1.18HK ドル、日本円で約 18.29 円（１HK ドル＝15.5 円で換算）

単位株数

:

2,000 株

発行済み株式総数

:

11 億 9,585 万 460 株

機関投資家向け（International Global Offering）でも規定枠をやや上回った

上場後のオーナー家の持ち株比率は 69.5％
調達額

90％を新店舗７店の開設費用（2015～2017 年度）8％を IT システムの整備、2％を運転資金に充当予定

上場後配当性向

:

30％（5 月 22 日の決算発表でアナウンス）

【体制についての概要】
取締役

委員会

谷口 久徳

取締役会議長

森田 弘昭

独立社外取締役

中山 宣男

独立社外取締役

東郷 正春

独立社外取締役

熊本 浩明

独立社外取締役 会計士

監査委員会

熊本 浩明（委員長）、森田 弘昭、中山 宣男

報酬委員会

中山 宣男（委員長）、森田 弘昭、谷口 久徳

指名委員会

森田 弘昭（委員長）、東郷 正春、谷口 久徳

執行役

Authorized Representative

谷口 久徳

代表執行役社長（株式会社ニラク 代表取締役社長）

大石 明徳

執行役専務（株式会社ニラク 取締役）

諸田 英模

（株式会社ニラク 取締役）

田中 基隆

（株式会社ニラク 法務部統括マネジャー）

Ms. YIU Wai Man Karen（CPA NIRAKU GC HOLDINGS Financial Controller）
熊本 浩明

Joint Company Secretaries

Ms. YIU Wai Man Karen（CPA NIRAKU GC HOLDINGS Financial Controller）
Ms. NG Sau Mei（KCS Hong Kong ACIS, ACS）

香港では、 プライマリー上場（初めての上場が香港）の場合、委員会設置会社という組織体制が求められます。
独立社外取締役は必須で、この独立性はかなり厳しくチェックされます。独立社外取締役は、各委員会において過半数を占
めていなければなりません。監査委員会においては、うち一人は香港の会計士或いは会計関係の経験を有する者というルールに
なっています。カンパニー・セクレタリーも必ず置かなければなりません。役割は、司法書士や総務などです。香港会社法で定めた
各種書類の提出、準備、保管、登記事項の変更、取締役会や株主総会の各種議事録の作成と保管等です。

６

【主なプロフェッショナルチームについて】
香港での上場は、多数のプロフェッショナルチームと契約して進めます。これ以外にも 15～16 社と契約しました。

申銀萬国融資(香港)有限公司 （Shenyin Wanguo Capital(H.K.)Ltd.）―スポンサー証券会社
香港の上場制度は、スポンサー証券会社が上場の一切の面倒をみる、上場に対するすべての責任はスポンサーが負う、非常に重要な役割を担っている。

Deacons ―ニラクサイドの香港側の弁護士。
曾我法律事務所 ―ニラクサイドの日本側の弁護士。
Paul Hastings ―スポンサーサイドの香港側の弁護士。目論見書のドラフトライティングを申銀萬國融資と共に請け負っていただいた。
金川国際弁護士事務所 ―スポンサーサイドの日本側の弁護士事務所。
PricewaterhouseCoopers H.K. and PricewaterhouseCoopers Aarata
監査法人で、日本サイドの会社法の監査法人が PwC あらた。
今回は、連結のＩＦＲＳの決算を組んでいるので、ここは香港サイドのプライスウォータークーパーハウス香港が Audit Signer となる。

税理士法人プライスウォータークーパース ―Tax Adviser
PwC の別法人、必ず税金関連に関しては、この専門家からのオピニオンが必要なので、この分野の専門家と契約。

PricewaterhouseCoopers Limited ―AML（アンチ・マネー・ロンダリング）のコンサルティング会社。
ＤＴＺ Debenham Tie Leung Limited ―Independent Property Valuer（不動産鑑定会社）。
通常我々が起用している不動産鑑定会社は第三者性が無いということで、指定された業者として契約。
他にもいくつか、基本的に第三者性があるところと契約をしていくことになる。

Merrill IFN ―Printer、目論見書などの印刷を請け負う。膨大なドラフティング作業は、その一言一句を全員でチェック、修正依頼、すぐに修正版
を配布、さらにチェックして修正依頼、という繰り返しの中で大変重要な役割を担っている。

SPRG H.K. ―ＰＲアドバイザー、継続して契約中。我々のＰＲのアドバイザー、プレスカンファレンスをする時等に服装や使ってはいけない言葉等
をアドバイスしてくれる。この他に記者会見やパーティー会場のセッティング、紹介ビデオなどの作成、およそ PR 周りのことを一緒にやっていきます。

Computershare Hong Kong Investor Services Limited ―株式名簿管理人。
香港の制度は日本と若干株式の扱いが違い、今回我々は今までの日本の証券代行会社で管理していた株をこちらに全部移して管理をしています。ここも株主
が誰かを特定する等、大変重要な役割を担っている。

Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited ―Receiving Bank、
Public Offering において一般投資家からの申し込みを受ける銀行。小切手と申込書を彼らが受け取り、それを現金化してこちらに送金する役割。

他にも例えばバックグラウンドチェックを受けるのですが、これが大変厳しい、このために調査会社とも契約しました。
このチームで全体を動かしながら、上場まで持っていくというのが、香港の上場のスタイルです。もちろんお金はかかります。上場
コストは日本円で言うと 10 億円強です。ウィリスさんからも最初から、コストがかかるがほんとにいいかどうかを良く考えて最終判断
しなさい、とずっと言われていましたが、本当にかかりました。

７

【上場までの過程】
ダイナムジャパンホールディングス（以下、DYJH）が、最初に香港上場にチャレンジを決意した段階で、当社も上場は考え始
めており、2012 年に DYJH が上場を果たした時点では、香港上場へチャレンジの方向性はほぼ決めておりました。ただ当時は、
やはりパブリックカンパニーになるという重みと、コストとの兼ね合いから、なかなか決意するまでには至りませんでした。予想される調
達額とかかるコスト、実質的な予想調達額で、上場は相対的に割が合わない、あと人財の面等悩みました。あと、パブリックにな
ることの重み、ステークホルダーが増えること、責任の度合いや質も高まること、その辺の重みを悩んでいたのがこの時期です。申銀
萬國融資さんとは、何度か相談をしておりました。
最終的に、DYJH に次いで、二番目に当社が上場することに意味がある、そして我々が上場することによって、郡山の田舎のこ
のくらいの規模の会社が上場することによって、我々と同じようなもしくは我々よりも小規模な会社も勇気づけられる、そんなことも
あるのではないかということで、社長が決断したのが、2014 年の初めであったと記憶をしています。日本での上場の見通しがなか
なかつかなかったということもあるし、佐藤会長のお言葉にあったように、やはり我々も、この業界を変えたいという思いがありました
ので、その一つの手段として、ダイナムさん一社の上場だけではパワーが足らない、もっともっと沢山の会社がパブリックになることを
強く思い決断しました。
2014 年

初頭からスポンサーの申銀萬國融資、ウィリスさんと日本の窓口の松田さんと打ち合わせを重ねる

2014 年 4 月頃

プロフェッショナルチームとの本格的に接触を開始

2014 年 5 月

申銀萬國融資さんとスポンサー契約。
各プロッフェショナルチームと香港で接触し始め、弁護士事務所などと徐々に契約

2014 年 6 月

委員会設置会社に変更
社内プロジェクト『プロジェクトＧ（このＧは Global、Glory 等複数の意味）』、メンバーは 6 名。
ＩＦＲＳの会計の変換のための作業*開始
Due diligence 開始

2014 年７月

7 月 7 日にキックオフミーティング開催、プロフェッショナルチームを入れて約 50 名が参加。

2014 年９月

株式会社ニラクインベストメントを会社分割
株式会社ネクシア（不動産所有会社）をニラクの子会社に

2014 年 10 月

社名を、ニラク・グローバル・コミュニティー・ホールディングスからニラク・Ｇ・Ｃホールディングスに変更

2014 年１２月

12 月 24 日香港証券取引所に上場申請
香港事務所を開設。

2015 年１月

証券取引所から第一回目の質問（文書にて 1 月 12 日と 14 日）

2015 年２月

証券取引所から第二回目の質問（文書にて 2 月 3 日）

2015 年３月

３月 ５日 上場委員会のヒアリング（スポンサーがヒアリングを受ける）
３月 19 日 インターナショナル・グローバル・オファリング開始
３月 23 日 香港での記者会見開催
３月 24 日 パブリック・オファリング開始
３月 27 日 オファリング締切
３月 31 日 株式分割（230 分割 発行済株式総数 895,850,460 株）

2015 年４月

４月 2 日 株式配分結果発表
４月 2 日 香港証券取引所より正式な上場承認書が届く
４月 8 日 上場（発行済株式総数 1,195,850,460 株）

*ＩＦＲＳの会計の変換のための作業は、今回は 2014 年 9 月の決算期で上場をしていますので、前 2 期分の決算が必要になる、そのた
めにはその前期も必要となるので、過去 3 期分をＩＦＲＳに組み替える必要がありました。このコンバージョン作業を始めたのが大体 6 月。先
行して始めたのはやっぱりこれに労力がかかるからです。
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『Due diligence』
上場申請に目論見書と申請書（A1 フォーム）をセ
ットで提出します。上場申請作業というのはこの目論見
書を仕上げていくことが一つの大きな仕事です。
デューデリジェンスは、大きく分けて 3 つ。一つ目は会
計で、二つ目は内部統制、内部統制は香港上場規
則の内部統制指針ＰＮ２１（プラクティスノート２
１）に沿ってデューデリジェンスが行われていきます。日
本で要求される所謂Ｊ-ＳＯＸの適用はなく、３点セ
ット等は要求されません。もちろん会計情報が適切に処理されて、報告され、財務諸表が作成されていることが大前提です。
さらに内部統制で重要となるのが、反社会的勢力との付き合い、アンチ・マネー・ロンダリングです。所謂反社チェックは、今回
合計 7 回、毎回、だいたい私どもの規模で 600 社超のチェックを実施しました。もちろん我々役員も含めてです。アンチ・マネー・
ロンダリングは香港証券取引所の要求が非常に厳しく、専門のコンサルタントを雇いました。基本的にパチンコ業は香港ではゲーミ
ングセクターというカジノと同じセクターに入るので、カジノと同等のアンチ・マネー・ロンダリングを要求してきます。ところが業界が違い
ますので、パチンコ用に細部を変更していく必要があります。
デューデリジェンスの期間中は膨大な資料の確認作業に追われます。基本的に香港サイドのスタンスというのは性悪説で、すべ
て動いており、すべての事象においてダブルチェック、トリプルチェックが必要です。そのための提出資料が膨大になります。
三つ目の「三点方式」については、ご存じのとおり、所謂「三店方式」の厳格運用に絡み、直ちに違法とは言えないという要件
を満たしているかどうか、ということを我々が証明していきます。そのなかで一番厳しく何度もデューデリジェンスが行われたのが、人
的資本関係が無いか、というものでした。この証明をしていくのに非常に時間がかかりましたし、大変な作業であったことは事実で
す。デューデリジェンスチームが直接アポをとって、問屋や景品交換所、運営会社等に行って、インタビューをして、我々の言ったこと
が本当かどうかについて、色々な質問をして確認をしていきます。それが 3 回か 4 回ありました。

『香港証券取引所のスタンス』
香港証券取引所のスタンスというのは、我々業界に対して一切色眼鏡をかけてみません、我々は公的なライセンスをもらって、
営業していますので、そこに違法性は無いという認識で来てくれます。したがって、後は会社の運営にかかわるものについて、違法
なことはしていない、適法に運営されている、ということをきっちり証明してください、というのが彼らのスタンスです。香港証券取引所
というのは非常にフェアだなと、思います。どんどん来てくださいというのが基本的なスタンスです。是非チャレンジをしてください。それ
からこれらをカバーしていくモニタリングシステムが大事で、非常に求められてきます。

『PTB 評価調査』
今回の上場は非常にスムーズにいった、こんなにスムーズに進んだのは珍しいと、プロフェッショナルチームからはいつも言われます。
非常にスムーズにいった理由は主に 4 つあると思っています。
一つ目は DYJH が、先に上場していたということです。まず、パチンコとはそもそも何かという説明を証券取引所にしなくていい、
これが最大のアドバンテージです、これが全くなかったということは、時間的にもコスト的にも非常に大きいです。これは、DYJH が先
行したというメリットですが、一方デメリットもあり、香港証券取引所はすでにパチンコについてある程度学習しているので、質問の
内容や質がより具体化、厳格化し、より高度な回答が要求されました。
二つ目は、各プロフェッショナルチームの働きがそのメンバー構成も含め素晴らく、チームとしてもまとまりも非常に素晴らしかった。
香港側は、申銀萬國融資を軸に Paul Hastings、Deacons、ここが中心となって進めましたが、メンバーは 20 代中盤、若
手の弁護士達が、力仕事を毎日遅い時間までやっていました。全体のプロジェクト管理を担った申銀萬國融資のプロジェクト管
理能力も素晴らしかったと思います。
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三つ目にＰＴＢの評価調査を受けていたことが大変良かった。我々は 2005 年のＰＴＢの設立からのメンバーですが、これま
で 6 回の評価調査を受けています。特に内部統制の部分で、下準備が出来ていたことは非常にアドバンテージになっています。
問題点がもう既にはっきりしていましたので、それの対処もしっかりすることができました。ＰＴＢの評価調査は毎年基準が厳しく
なっており、今は上場会社並みということで評価も厳しくなっていますが、非常に素晴らしいものになっていると思います。この評価
調査を受けるメリットは、最終的に点数で評価されますので、その評価のプロセスにおいて、何が足らなくて、何を改善して、何を
やっていかなければならないのかがはっきりすることだと思います。さらに、この評価結果を背景に、社内に改善の指示を出すことが
できます。内部統制などはなかなか取り組もうとは思わない部分です。厳しくやらなくてはならないので、後手後手に回るのが常で
すが、この評価結果をバックボーンに指示が出せるというのは、整備する上で非常に有効です。またこの内部統制の体制は、上
場準備をしてからすぐに組み上げられるものではないので、できる限り早め早めに、テストラン、ウォーミングアップをしながらやっていく
のが、上場を狙うには望ましいだろうと思います。一回では足りないです、数回受けて改善していくことが望ましいと思います。ぜひ
ＰＴＢの加入をしていただければと思います。目論見書の中でＰＴＢがどのように記述されているかは、下記の資料*をご覧く
ださい。
最後に、我々は監査法人の会計監査を 10 年以上受けていたというのは、やはりアドバンテージがあったと思います。今回の会
計チームは日本側がＰｗＣあらた、香港サイドが香港ＰｗＣです。ＰｗＣあらたさんとは、もう 10 年以上毎年会計監査を受
けていましたので、会計そのものについては何も心配はありませんでした。問題は IFRS へのコンバージョンでした。大分短期間で
仕上げたということで、大変な作業でしんどかった思い出はあります。
これからは、上場を維持するという厳しい日々が続くと思われます。上場準備の作業は大変で、志とか、何のために上場するだ
とか、誰のために上場するだとか、そういうものがしっかりないと本当に心が折れそうになります。最後の最後までその志をよりどころに
チームメンバー皆で頑張った結果が、この田舎の会社がここまでできたものと思っています。本当に何のためにという思いが重要だと、
今回ずっとプロジェクトを運営し、見て感じました。

*パチンコ・トラスティ・ボード

（日本語訳）

弊社は、弁護士、会計士、事業およびコーポレートガバナンスの専門家など、第
三者の専門家並びにパチンコホール事業者で構成されている一般社団法人パチ
ンコ・トラスティ・ボード*（“ＰＴＢ”）の加盟企業である。第三者の専門家から
成るＰＴＢ評価委員会は、パチンコホール事業者のコーポレートガバナンスおよび
コンプライアンスを調査・評価し、パチンコホール経営・運営に関する推奨基準を提
供している。ＰＴＢでの弊社の関与が、地域社会におけるパチンコの良いイメージ
を高められるよう、パチンコホール運営のためのコーポレートガバナンス並びに業界の
基準が底上げされることを願うものである。
ＰＴＢでは、第三者の専門家による各委員会の働きにより、パチンコ・パチスロ
ホール事業の環境や特徴に配慮しつつ、日本で通常認められている法人会計処
理に基づいたパチンコホールの会計基準を作成した。この基準では、貸玉料やプリ
ペイドＩＣカードの処理、パチンコホールの運営コスト、売上計上、その他パチン
コ・パチスロホール特有の項目に関する処理方法が提案されている。また、ガバナン
ス、内部統制、法令遵守、人事、並びに内部監査を網羅した評価基準も用意さ
れている。ＰＴＢはこれらの評価基準に基づいて加盟企業を査定、書面による格
付けを行い、業界全体の透明性を促進・向上する目的で、要望があればその内
容を公表する。弊社の内部統制対策も、ＰＴＢ評価委員会の調査結果から判
明した懸念事項や推奨基準を考慮に入れている。
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パチンコ・トラスティ・ボード 記載部分

第三部 『パネルディスカッション』
《香港証券取引所株式公開までの道のり》
副題「カジノ推進法案の工程とパチンコ業界への影響」
コーディネーター

藤田 宏 氏

パネラー

曾我 貴志 氏

PTB 評価委員会委員 曾我法律事務所パートナー 日本国・ニューヨーク州弁護士

Mr.Willis Ting

申銀萬国融資(香港)有限公司 董事總經理

金川 創 氏

株式会社エンターテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

金川国際法律事務所 パートナー、弁護士

鵜飼 千恵 氏

Pwc あらた監査法人 公認会計士

大石 明徳 氏

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役、株式会社ニラク 取締役

【自己紹介】
藤田：コーディネーターの藤田です。ダイナム上場の際にもお手伝いをさせていただきました。
曾我：弁護士の曾我です。ニラク・ジー・シー・ホールディングスが上場するに当たって法的な問題が
ない会社であるかを説明する役割を担いました。
ウィリス：ウィリス・ティンです。スポンサー引き受けの代理人の役割を担いました。
金川：弁護士の金川です。スポンサーの申銀萬國融資を代理し、主に日本法の面でアドバイスさ
せていただきました。
鵜飼：あらた監査法人の鵜飼です。今回はＰｗＣの方で主に会計監査を担当致しました。PwC
では、日本、香港と共同して内部統制の面からも担当させていただきました。
大石：ニラク・ジー・シー・ホールディングスの大石です。

【上場によって得られたこと、大変だったこと】
大石：弊社の従業員、家族を含めて社会的地位の向上です。経費も相当掛かりましたが、パブリックになる、つまりオーナー社
長の私的な企業から名実ともに公の企業になったことでの責任の重さを痛感しています。

【日本と香港の証券の仕組みの違い】
ウィリス：香港の場合、第一に明確な上場基準があること、第二に、基準を満していれば、上場の申請が可能であることです。
申請をしてから２，３か月後に次のステップに進むことが可能かどうか判断される。もし、ここで次に進むことが出来ない場合
には、修正して２回まで再申請が可能です。基準が明確で後から解釈の相違が発生するのは少ないです。
金川：香港証券取引所は、香港以外の多くの国の企業からの申請を受けており、海外企業の上場に関して豊富な実績や経
験があります。その意味で、日本企業による香港上場について、違和感は無いと言えます。他方、日本企業が日本で上場
する場合と比較すると、日本企業による香港上場は、二つの法制度のギャップを埋めていく作業が
必要となります。そのため、必然的に弁護士の関与する割合が大きくなり、今回も、日本法サイドに
曾我法律事務所、金川国際法律事務所が関わり、香港法サイドでもディーコンズ及びポールヘィ
スティングが関わり、かなり大変だったということが言えると思います。
藤田：会計の面からはどうでしょうか？
鵜飼：会計基準が全く違います。日本は日本の会計基準ですが、香港は、主に国際財務報告基準
（IFRS）を採用して財務諸表を作成する必要があります。IFRS は、原則主義、日本は規則主
義です。日本の会計基準で財務諸表を作成する場合には、基準に記載してある詳細なルールに
従えばよいが、IFRS は、各国、各業界の慣行などを勘案して詳細なルールが決まっているわけでは
ない。例えば、今回一番大きな影響があったのは売上を総額で計上するか、純額で計上するかと
いう点。顧客が遊技台にお金の投入、景品交換までの一連の取引について分析し、会計方針を
決定していきました。会社を分析し、判断する作業に時間とコストがかかりました。
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藤田：ということは、同じパチンコ会社でも会社の判断によっては、違いが出るということでしょうか？
鵜飼：ありえます。ただ、既に上場している同業他社であるダイナムや類似業種であるカジノの会社など、
いわゆる実務慣行は参考にしました。

【ダイナムの上場との違い】
曾我：三店方式という枠組みをどのように構成したら適法なのか？その枠組みをきちんとフォローしているの
かの説明、枠組みの説明については、ダイナムの時に既に解決済みでした。株券を紛失した場合にはどうす
るのかといった会社法・商法の問題も英米法の考え方とは異なるので、日
本の法制度を理解してもらう必要がありますが、そのような点も、既にダイナ
ムの時に解決済みでした。若干厳しくなっている点もありましたが、総じて枠
組みに対する理解があったために作業が大幅に省けたと言えます。
藤田：各交換所での対応は全部、弁護士さんが行ったのですか？
金川：ほぼ全店について金川法律事務所から一人と曾我法律事務所か
ら一人参加したうえで、インタビューを行いました。
藤田：前回との比較という面では、スポンサーサイドとしてはどうでしょうか？
ウィリス：レールが敷かれていたことでとてもスムーズでした。ダイナムの時にはどんな質問があるのか
が不明でしたが、今回はそれがわかっていたので大きなメリットでした。考えられる質問は既に
考慮され時間の節約が出来ました。

【目論見書作成の苦労】
大石：毎日、質問の連続。ほぼ毎日、夜中の２、３時にメール質問され翌朝１１、１２時位までの回答を求められる。目論
見書を読み上げて全員一体で仕上げていく作業などは楽しかったです。
藤田：さきほど目論見書のコンバージョンの作業についてお話しましたが、どんなところがポイントでしたか？
鵜飼：会社の中に日本基準での財務諸表を作成する体制は既にできておりましたが、IFRS になると基準が全然違います。３
年半分の財務諸表を７月から約４か月で作成しました。日本基準と IFRS の違う点の分析から始めました。財務諸表の
項目を全部並べ一つ一つ日本基準と照らし合わせどこに差があるかを約１か月で分析しました。その結果、日本基準から
調整が必要な項目を洗い出し、次に、実際に IFRS にコンバージョンするのにどういった仕訳をするのか、そのためにどういった
データが必要かその準備や収集に時間を要しました。一つの調整項目でも、過去のデータを洗い出して３年半分を短期間
で作成する必要があった点が大変なところでした。
藤田：短期間のうちに行ったということは、会計チームはかなりの人数だったのですか？
鵜飼：IFRS に移行する際、日本会計基準の締めを行う経理部とは別に、IFRS へ移行するための人員を増やして同時並行
で作業を行いました。その他、英文で膨大な注記を含む財務諸表を作成するための人員も増やしていただきました。会社が
作成するのと平行して監査を行いましたので、監査側で３か月間で１０人以上の人員を要しました。ニラク側でも５名ほど
人員を増やしました。
大石：元 PwC の方々でチームを編成しました。それと香港の大手会計事務所のシニアマネジャーの女性をスカウトしました。英
語対応と IFRS 対応、注記の多さから英語訳をするのには膨大な労力を要しました。
藤田：今後上場を目指す会社にとってはレールが出来つつあります。日本企業ごとの違いの面からはどうでしょうか？
鵜飼：これまでの上場例が参考になると思います。ただ、各社の取引が違いますので、分析の作業は必要になります。ただ、日
本基準と IFRS との違いについては、これまで判明したことが参考になると思います。
金川：弁護士サイドではリーガルの観点から二つあります。
一点目は、日本の会社法と香港の会社法の違いに配慮した開示が必要となるという点です。日本の企業が上場した際、
香港の投資家は、日本の会社法や会社の運営方法を知りませんので、彼らの目から見て、その企業がどんな法制度・ルー
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ルの下でガバナンスが行われるのか、全くわかりません。そこで、投資家に対して責任を負担するスポンサーとしては、日本法
と香港法との違いを、目論見書の中で説明しなければなりません。既に、日本企業による新規上場は２件ありますので、
過去の経験から、どのようにガバナンスを構築し、開示すれば良いのかという点について対応方法があります、今後上場を目
指す会社にとっては、そこは大きな負担にはなりません。もう一つは、業種によって適用される法律が異なっていて、その部分
もきちんと伝えていく必要があります。業法や三店方式などについても前例が整っておりますので、パチンコホール経営企業の
上場に際しては、大きな障害は無くなったといえると思います。
もう一点大きなポイントとしては、どういった形でビジネスをしているのかという点についての開示です。日本でパチンコを経
営している法人は様々ありますが、ビジネスの形態やビジネスモデルは、微妙に違います。そういった会社毎の微妙なビジネ
スモデルの違いも踏まえて開示していく必要があります。この点で香港取引所が非常に厳格だと感じた点は、一つ一つの開
示事項にについて、担保する客観的な資料を求めてきたことです。そこをプロフェッショナルに確認させます。今後上場を目指
す方にとっても大きな実務的な負担として残る点だと思います。
ウィリス：もう一つシェアしたいことは、パチンコで２社上場したことから、香港の投資家の中でも業界の認知度が上がっています。
今後上場を目指す会社が出てきたとき、パチンコは機関投資家にとってはインダストリー（産業）として確立していると思わ
れます。今香港で上場している２社や今後上場していく会社によって認知され、日本での上場にとってプラスになっていくと
思います。募集に関しては、上場してから株価を分析すると順調だと思います。
曾我：交換所や問屋の株主や役員の方から宣誓書をいただいたりする作業が必要とされ、その過程でそれらの方々に趣旨を理
解して協力してもらうことなどが大変でした。三店方式への理解はあるが、実際のコンプライアンス状況はどうなのかといった観
点から、交換所や問屋さんへの調査が厳しくなっており、ダイナムさんのときに比べてその点の要求が加重されていました。

【アンチ・マネー・ロンダリングについて】
ウィリス：香港証券取引所にとって、パチンコは、ゲーミングインダストリーに入りますので、アンチ・マネー・ロンダリングという観点が
重要です。ガイドラインに沿った一つの処理作業を行ったということで考えていただければと思います。
藤田：ガイドライン等の基準に沿っていればよいということですか？
大石：今回は、カジノ企業での経験が豊富な AML 専門のコンサルタントと契約をしましたが、パチンコ企業は初めてのケースでし
たので、パチンコのお金の流れを説明するのが大変でした。
藤田：日本の上場企業のアンチ・マネー・ロンダリングはどんな状況でしょうか？
曾我：AML は、香港特有の話、AML は上場の為の手続きでしかない。クリアできるハードルです。

【A1 申請に対する質問】
ウィリス：上場できるか否かは、質問への回答状況で予測できます。A１申請で拒否されるのは大体
２％くらいです。
曾我：A1 申請後、証券取引所が見ていろいろな質問をしてきます。その数がダイナムさんは、１３回、
今回は３回でした。その後にヒアリングがあります。
大石：質問は文書の数で３回、まとまりとしては 2 回でした。聞いたところ、ダイナムでは、目論見書を出
すまでにある程度、質問を受けながら完成させていったが、今回は、目論見書を出す時点で９９％
まで完成させてから出しています。
ウィリス：2013 年、香港証券取引所から精度、基準を高めなさい、という指導を受けていました。ガイドラ
インに従って初めから精度の高い目論見書を提出しました。
大石さんのお話のとおり９９％完成した目論見書を提出しました。そういう面ではコミッティーメンバ
ーが読む目論見書がわかりやすくなっています。提出した時点で基準を満たさなければ、その時点で
拒否されます。拒否されたものを修正するには２か月かかります。引き受け先としてのレピュテーション
の問題となるので重要です。高度な目論見書を提出することによって A１申請後２、３か月での上
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場が可能となります。証券取引所から文書で質問がなされる場合と、文書以外で質問がされる場合があ
ります。文書の重要度が高く、ダイナムの時は６回、今回ニラクでは２回でした。
藤田：その違いというのは、パチンコ業界への認識が深まったせいでしょうか？
ウィリス：我々スポンサーの経験があったということもありました。質問等が想定されていたので、はじめから力
を入れました。

【今後について】
大石：プライベートではなくなったということで、株価、リスティングルールの中でどう会社運営をしていくのか、
ガバナンス、内部統制の問題、株主を裏切らず、ステークホルダーに対して如何に利益と信用を提供する
のか、大変だと思います。
鵜飼：今回の上場申請では、内部統制の面も含めて監査しています。会社のシステムや組織を構築して
いくのには時間が必要です。財務諸表は半年もあれば人員を投入すれば作成することは出来るかもしれませんが、内部統
制は人の心も含めて変えていく必要があり、時間がかかります。組織が成熟していくために早めに構築をすることにメリットがあ
ります。
大石：PTB の評価調査で内部統制について取り掛りました。これはずっとやり続けなければならないこと。PTB の評価調査を
受けていたことは確実にアドバンテージになりました。

【最後に】
曾我：ダイナム、ニラクという先人が作った枠組みをフォローしていけば、上場までの負荷は相当に小さくなってきていると思います。
パチンコホール企業にとって上場は、様々なメリットをもたらしますので、検討に値するのではないかと思います。
ウィリス：香港証券取引所に多くのパチンコホール企業が上場することを願っております。香港の投資家の中でのパチンコへの認
知度が上がって、日本の企業への関心が高まっております。
金川：今日、香港上場に際しての課題等について、把握されたと思いますが、リーガルの面から言えば、非常に厳しく見られ審
査されます。三店方式に関わるほぼ全店についてインタビューしております。香港へ上場企業が増えることによってパチンコ業
界全体のイメージ等が上がっていくのではないかと思います。今後、上場する企業が３号、４号と出現することを願っており
ます。
鵜飼：会計の面からは、IFRS とそれの前提となる内部統制を導入しなければなりませんが、それによって全世界で導入されてい
る会計基準で比較され、透明性が高まります。現在、日本では IFRS は強制適用ではないのですが、徐々に増えてきてい
ます。上場することによって、会計、内部統制の両面からもメリットがあると思います。
大石：結果的には結構楽しかった、それはある志の下、特定の目標に向かって全員で荒波を航海していくのに似ていると思いま
す。みなさん、是非チャレンジしてください。短期間で仕上げる香港上場の場合、チームビルディングとコミュニケーションが大
切です。今は、カジノ企業と比較されていますが、基本的にビジネスモデルは違うものです。今後、香港で上場する企業が
増えて、パチンコというセクターができ、その中で株価等が比較できれば、楽しいと思います。
藤田：ぜひ、香港でこの後２社に続く会社がどんどん出現して、日本でのパチンコホール企業が上場されることを願って終わりにし
たいと思います。本日はありがとうございました。

★『PTB 案内冊子「PTB 2016」発行』のご案内
この度、PTB では法人案内小冊子（通称、『PTB Book 2016』）を改訂・発行いたしました。弊法人の会員会
社である株式会社ニラクの持株会社の株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングスの４月８日の香港証券取引所で
の株式上場達成をはじめ、株式会社ダイナムが過去最高格付けを獲得した「ＰＴＢ評価調査」の概要を中心にまと
めました。また、昨年新たに加入いただきました、株式会社パラッツォ東京プラザ、王蔵株式会社の２社の紹介頁もご
ざいます。その他、会員会社向けの実務者セミナーの概要、ＰＴＢの設立からこれまでのあゆみ等を盛り込んだ内容に
加え、データ等は最新のものに更新しております。
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★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第 5 回）

「TF-6 適正な景品交換の仕組み」
PTB の評価基準は、現在（2015 年 7 月）、１０分野９６項目から構成され、企業経営にとって基本となる財務・非
財務の項目で評価する仕組みとなっています。
これまで４回に渡り、一つの項目を取り上げて、その評価基準を掘り下げ、調査対象会社はその格付けを上げるために、
具体的にどう取り組んでいるのかを解り易く解説してきました。
第５回目は、「風適法」分野の「TF-6 適正な景品交換の仕組み」 を取り上げます。

番号

目的

調査項目

基準に対する解説

１．景品納入業者および景品交換所との間で人的かつ資本的関係がないことを定期的に確認している。また、景品納入業者に対しても景品交換所と人的かつ資本的関係が
ないことが確認できる。
景品交換を適正に行う
適正な景品交
２．基準（１）に加え、景品交換所に対して資金提供（買取資金だけでなく運営資金等を含む）や業務代行等が一切行われていないことが確認できる。
TF6
仕組みを構築している
換の仕組み
３．基準（２）に加え、景品交換所の対象となる景品について、現金および有価証券を除き、市場価値のある景品を等価で提供している。
か。
４．基準（３）に加え、「自社内の他店舗と景品が交換される」など、景品が交換を行った店舗にのみ還流していないことを定期的に確認している。
５．基準（３）に加え、「他社のパチンコホール店舗と景品が交換される」など、景品が交換を行った自社の店舗にのみ還流していないことを定期的に確認している。

風適法はパチンコホール経営上、根幹をなす法律です。「PTB 評価基準」では、この法律に関して、一分野 8 項目を設定、
会員企業のその取り組み状況を調査し評価しています。「TF-6 適正な景品交換の仕組み」は、その中でも特に重要な
項目と捉えています。
業界では、パチンコは大衆娯楽であり、公営のギャンブル（賭博）である競馬・競輪等とは違うとして一線を画してきました。
公営ギャンブルでは当たり券をすぐに換金することができるのに対して、パチンコでは同様にすることは出来ず、所謂「三店方
式（パチンコホールと景品交換所と景品問屋の 3 つの組織の間で、特別な景品を用いて流通し、換金する仕組み）」によ
り換金を行い、既に 50 年以上の歴史を重ねてきました。監督官庁はこれを「ただちに違法とは言えない」としていますが、大
多数の顧客がこの仕組みにより換金している現実は、パチンコ遊技をしない人から見ると何か不明瞭な仕組みとして、「正に
ギャンブルである」と言われる大きな要因となっています。
このような背景を持つ景品交換の仕組みについて、ＰＴＢの評価基準では、これまで様々な議論はあるものの、現状のな
かで、まずはこの「三店方式」をホール経営のなかで適正に遵守していくこと、そのあるべき姿に近づけていただきたいということ
で、5 つの基準を設定し、少なくとも「基準 3」以上、更には「基準 4」、「基準 5」をクリアして企業として「三店方式」を確立し
ていくように要望しています。
現在の調査では、「基準 1」、「基準 2」にあるように調査の対象となるホール経営企業と景品納入業者、更にはホール経
営企業と景品交換所（買取所）との間には、人員面、資金面で一切関係がないこと、そして関係がないことを確認できる
ようにしていること、それらをホール経営企業の代表者に「誓約書」として PTB へ提出を要請しています。「三店方式」の仕組
みを考えていくうえで、最低限遵守すべき点であると考えているからです。
更に「基準 3」では景品について、「基準 4」、「基準 5」では景品交換の仕組みについて、徹底して調査し、評価していま
す。
本社調査は限られた期間内で行い、店舗での調査も調査員がピックアップした限られた店舗のみで行うので、評価には限
界がありますが、これまでの調査では、概ね「基準 3」から「基準 4」の評価を獲得できるようになってきました。
この「適正な景品交換の仕組み」の現在の風適法の下での遵守状況については、ホール業界全体では多くの地域、企業
において上記「基準 1、2」さえも、まだ確立できていないと聞き及んでいます。このままでは、ホール経営企業として自らの首を
絞めることになるのではないかと危惧しております。是非とも真剣に取り組んでいただきたいと願っております。
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