THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION
これは重要な文書ですので、直ちに御確認下さい。

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(Incorporated in Japan with limited liability)
(当社は日本で設立された有限責任の会社です )
(Stock Code: 06889)
(証券コード：06889)

CURRENCY ELECTION FORM
配当金通貨選択用紙

PLEASE COMPLETE AND RETURN THIS ELECTION FORM Note 1 (“Form”) IF: (1) YOU WISH TO RECEIVE ALL FUTURE DIVIDENDS IN THE CURRENCY OTHER
THAN THE DEFAULT CURRENCY (HONG KONG DOLLARS) BY COMPLETING SECTIONS 1 AND 2; AND/OR (2) YOU WISH TO ADD A NEW BANKING INSTRUCTIO N
OR ALTER YOUR EXISTING BANKING INSTRUCTION PREVIOUSLY GIVEN TO COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED (“SHARE REGISTRAR”)
OR DYNAM JAPAN HOLDINGS CO., LTD. (the “COMPANY”) IN RELATION TO YOUR DIVIDEND ELECTION BY COMPLETING SECTION 2.
以下の(1)か(2)（また は両 方）を 希望さ れる 場合は 、本用 紙注記1に必要 事項を 記入の 上、ご 返送 下さい 。 (1)今後配当金を標準通 貨(香港ド ル)以外 の 通 貨 で 受
け取ることを希望する場合はセ クシ ョン1 及び2 に記入 して くださ い。 (2 )配当 金通 貨の選 択に 関して 銀行口 座の 詳細の 提供 をする 場合 、また は、 以 前 コ ン ピ
ュータシェア･香港・インベスター ・サー ビス ズ・リ ミテッ ド(Com putersha re Hong Kong Investor Services Limited)(以下「株主 名簿管 理人 」とい い ま す )
または株式会社ダイナムジャパ ンホー ルデ ィング ス（以 下「当 社」 といい ます） に提 供した 銀行口 座の 変更を 希望す る場 合は、 セクシ ョン2 に記 入 し て く だ
さい。

SECTION 1: CURRENCY ELECTION セクション1：配当金 通貨選択
To the directors of DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホール ディ ングス 取締役 各位
Until further notice to the contrary, I/we hereby elect to receive all future dividends that may be payable to me/us in cash in the currency indicated below .
(please insert a “√ ” in the box)
私/当社は 、 今 後 の 配 当 金 の 支 払 い を 下 記 の 通 貨 で 受 け 取 る こ と を 選 択 し 、 異 な る 取 扱 い を 求 め る 場 合 は 別 途 通 知 致 し ま す （ 枠 内 に 「 √ 」 を 入 れ て 下 さ
い）。
□ Japanese yen / 日本円
This section only needs to be completed if you wish to receive all future dividends in the currency other than the default currency (Hong Kong
dollars).
このセクションは、今後、配当 金を標 準通 貨（香 港ドル ）以 外の通 貨で受 け取 ること を希望 する 場合の み記入 して くださ い。

SECTION 2: CREDIT DIVIDEND PAYMENT TO A BANK ACCOUNT (APPLICABLE TO CURRENCY EITHER IN HONG KONG DOLLARS
OR JAPANESE YEN)
セクション2：配当金の銀行振込み（香港ドルまたは日本円の何れかの通貨で）
This section only needs to be completed if: (1) you elect Japanese yen for all future dividends; (2) you wish to have all future dividends credited to
your bank account specified below; or (3) you wish to change your bank account details you have previously given.
本セクションは、以下のいず れかに 該当 する場 合のみ 記入 してく ださい 。(1) 今後は 日本円 での 配当を 選択す る場 合、( 2)今後 は下記 の銀行 口座 へ の 配 当 金
の送金を希望する場合、または(3) 以前に 提供し た銀 行口座 の内容 の変 更を希 望する 場合 。
You must supply your bank account details in Japan (such bank must be a member of The Japanese Bankers Currency Exchange Institution) if you elect
Japanese yen for all future dividends.
今後日本円での配当を選択する 場合、 日本 の銀行 口座（ 他行 と外国 為替取 引を 行って いる銀 行に 限りま す）情 報の 詳細を ご記入 下さ い。
To the directors of DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
株式会社ダイナムジャパンホー ルディ ング ス取締 役各位
Until further notice to the contrary, I/we hereby authorise and request you to credit the dividend monies to my/our bank account (currency either in HK
dollars or Japanese yen) specified below.
私/当社は、今後配当金を 私/当社の 以下 の銀 行口座 に（ 香港ド ルま たは 日本円 の何 れか の通貨 で） 送金す る権 限を 貴社に 付与 する と共に 、か か る 送 金 を
行うよう要請致します。異なる 取扱い を求 める場 合には 、別 途お知 らせ致 しま す。
Bank Name
銀行名: ______________________________________________________________________________________________
Branch Name
支店名: ______________________________________________________________________________________________
Branch Address
支店住所:______________________________________________________________________________________________
Account Number
口座番号:______________________________________________________________________________________________
Compliance by the Company with the authorisation as set out in Section 1 and/or Section 2 will discharge it from all liabilities in respect of dividends so paid.
当社は、セクション 1 および /ま たはセ クシ ョン 2 の 内容に したが った 配当金 の支払 いに ついて の責任 を負 いかね ます。
(1) Signature of shareholder Note 2 株主の署名注記2：
(2) Signature of shareholder Note 2 株主の署名注記2：
Name 名前/名称：
Name 名前/名称：
Address 住所：
Address 住所：
Date 日付：
Date 日付：
Daytime telephone no. 日中の電話連絡先：
Daytime telephone no. 日中の電話連絡先：
Note 1: Completed Forms must be returned to Computershare Hong Kong Investor Services Limited at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong, or the Company at 2-25-1-702 Nishi-Nippori, Arakawa-k u ,
Tokyo, 116-0013, Japan no later than 5:30 p.m. (Japan time)/4:30 p.m. (Hong Kong time) on 16 June 2020 for the election of currency to take effect in respect of the receipt of the final dividend for the year ended 31 March 2020.
注記1: 2020年3月期の期末配当の受領に 係る通貨 を選択す るために は、記入済み の用紙を 20 20 年6月 16日 午後5 時3 0分（日本時 間）/ 午後4 時3 0分（ 香港時間 ）ま でに 、当社（住所：〒 11 6-00 13
または、当社の株主名簿管理人であるコンピュ ータシェ ア・香港･ インベス ター・サ ービスズ ・リミテ ッド( Com pute rshar e

日本国東京都荒川区西日暮里2-25-1-7 0 2 ）、

Hong Kong Investor Services Limited)(住所：17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East,

Wanchai, Hong Kong)迄ご返送下さい。
Note 2: In the case of joint holders, ALL must sign. In the case of a corporation, this Form should be executed under its common seal or by a duly authorised representative. If the Form is not completed correctly or it had not been returne d
to the Share Registrar or the Company, you will receive all future dividends in Hong Kong dollars.
注記2:共同名義で株式を所有している場合には 、その 共同名義 人全員の 署名を付 してくだ さい。株主が法 人の場合 には 、本用紙 に法人印 を押印す るか、当該法人 を代表す る正当な 権限を有 する者の 署名を付 してくだ さい 。本用 紙 に 不 備
がある場合、または、当社株主名簿管理人もし くは当社 に送付さ れなかっ た場合、 今後の配 当金は全 て香港ド ルで支払 われます 。

