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香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公告の内容について一切責任を負わず、
本公告の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本公告の内容の全部ま
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) 
 

定款変更の提案についてのお知らせ 
 

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）の取締役会
（以下「取締役会」といいます）は、本日開催された取締役会において、当社の定款
（以下「定款」といいます）の修正案を承認しましたので、お知らせ致します。 
 
定款の変更案は、本年6月23日に開催される定時株主総会（以下「定時総会」といい
ます）で検討後に特別決議による当社の株主（以下「株主」といいます）の皆様の承
認を得ることを前提としております。 
 
本公表文は、香港証券取引所の証券上場規則（以下「上場規則」といいます）の規則
13.51条第(1)項にしたがって行われております。 
 
取締役会は、本公表文作成日に開催された取締役会において、定款の修正案を承認しま
したので、お知らせ致します。 
 
1. 定款の修正案 
 

修正範囲 
 

取締役会は、以下の通り定款の修正を提案しました（下線は変更部分を示します）。 
 

現行定款 変更案 
第１章 総則 

（商号) 
第１条 

（記載省略） 
 

（株主総会の招集権者および議⾧） 
第 20 条 
 
（株主への通知） 
第21条  当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報告、

第１章 総則 
（商号) 
第１条 

（現行どおり） 
 

（株主総会の招集権者および議⾧） 
第 20 条 
 
（株主への通知） 
第 21 条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類等の内容
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現行定款 変更案 
計算書類および連結計算書類に記
載または表示をすべき事項に係る
情報を、法令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対
して提供したものとみなすことが
できる。 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

２．取締役会報告ならびに貸借対照
表（法に従って添付されなければ
ならない各書類を含む。）および
損益計算書もしくは収支計算書、
または財務諸表の概要は、定時株
主総会の開催日の２１日前まで
に、上場規則に従って、株主名簿
に登録されている各株主の登録住
所に郵送にて発送するものとす
る。 

３．株主総会の招集通知は、株主総
会の日の２１日前までに、株主に
対して発送するものとする。 

４．前項において、当会社は、証券
取引所の所在地に登録住所を有す
る各株主をして、所定の条件に従
って権利を行使することを十分に
可能ならしめるよう通知するもの
とする。当会社は、株主の登録住
所が証券取引所の所在地ではない
ことを理由に、会社法またはその
他適用される法律もしくは規則に
従った株主に対する通知義務を免
れない。 

５．当会社の通知または請求が連続
５年以上株主に対して到達しなか
った場合には、当会社は、当該株
主に対して、会社法の定めに従っ
て通知または請求を送付する義務
を以後負わない。ただし、当会社

である情報について電子提供措置
をとる。 

 
 

 
 
 

２．当会社は上場規則の関係規定を
遵守することを前提として、電子
提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部
について、議決権の基準日までに
書面交付請求をした株主に対して
交付する書面に記載することを要
しないものとする。 

３．取締役会報告ならびに貸借対照
表（法に従って添付されなければ
ならない各書類を含む。）および
損益計算書もしくは収支計算書、
または財務諸表の概要は、定時株
主総会の開催日の２１日前まで
に、上場規則に従って、株主名簿
に登録されている各株主の登録住
所に郵送にて発送するものとす
る。 

４．株主総会の招集通知は、株主総
会の日の２１日前までに、株主に
対して発送するものとする。 

５．前項において、当会社は、証券
取引所の所在地に登録住所を有す
る各株主をして、所定の条件に従
って権利を行使することを十分に
可能ならしめるよう通知するもの
とする。当会社は、株主の登録住
所が証券取引所の所在地ではない
ことを理由に、会社法またはその
他適用される法律もしくは規則に
従った株主に対する通知義務を免
れない。 

６．当会社の通知または請求が連続
５年以上株主に対して到達しなか
った場合には、当会社は、当該株
主に対して、会社法の定めに従っ
て通知または請求を送付する義務
を以後負わない。ただし、当会社
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現行定款 変更案 
の通知または請求が不着で返送さ
れた場合には、当会社は、会社法
の定めに従って通知または請求を
送付する義務を以後負わない。 

６．当会社が会社通信文書（上場規
則に定義する）を株主へ送付する
義務は、当会社が上場規則にした
がって当会社のウェブサイトへ
の掲示その他許容された方法（電
子的通信手段を含む）でその公表
を行い、かつ、株主がかかる通知
または書類の公表または受領を
もって当会社が株主へかかる通
知または書類の写しを送付する
義務を果たしたと取り扱うこと
に当該株主が同意しまたは同意
したとみなされる場合に充足さ
れたものとする。ただし、当該株
主は上場規則にしたがっていつ
でも選択した通信手段を変更す
る権利を持つ。 

 
 

（株主総会の決議の方法） 
第 22 条 

（記載省略） 
 

（配当金の除斥期間） 
第 55 条 
 

（新設） 

の通知または請求が不着で返送さ
れた場合には、当会社は、会社法
の定めに従って通知または請求を
送付する義務を以後負わない。 

７．当会社が会社通信文書（上場規
則に定義する）を株主へ送付する
義務は、当会社が上場規則にした
がって当会社のウェブサイトへ
の掲示その他許容された方法（電
子的通信手段を含む）でその公表
を行い、かつ、株主がかかる通知
または書類の公表または受領を
もって当会社が株主へかかる通
知または書類の写しを送付する
義務を果たしたと取り扱うこと
に当該株主が同意しまたは同意
したとみなされる場合に充足さ
れたものとする。ただし、当該株
主は上場規則にしたがっていつ
でも選択した通信手段を変更す
る権利を持つ。 

 
 

（株主総会の決議の方法） 
第 22 条 

（現行どおり） 
 

（配当金の除斥期間） 
第 55 条 
 

附 則 
（株主総会参考書類等の電子提供に関す
る経過措置） 
第 1 条 本定款第２１条の変更は、２０

２２年９月１日から効力を生ずる
ものとする。 

２．前項の規定にかかわらず、２０
２２年９月１日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主
総会については、変更前の本定款
第２１条がなお効力を有するも
のとする。 
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修正案の発効日 
 
定款の変更案は、定時総会で検討後に特別決議による株主の皆様の承認を得ることを
前提としております。定款変更は、株主の皆様により承認された場合、2022 年 9 月
1 日より効力を生じます。ただし、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会
の日とする株主総会については、変更前の本定款第 21 条がなお効力を有するものと
します。 
 
定款の修正提案の理由 
 
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに
規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い 、株主総会資料の電
子提供制度が導入されることとなりますので、以下のとおり所要の変更を行うもので
あります。 
 
(1) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 21 条 1 項の規定は

不要となること、および、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、定款第 21 条第
１項を変更するものであります。 

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、
書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定
める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 21 条第２項を新設
するものであります。 

(3) 上記の変更される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 
 
当社の日本の法律顧問である曾我法律事務所は、修正案が日本法の要件を充たしてい
ることを確認しております。 

 
2. 招集通知 

 
定款の修正案の詳細などを含む定時総会の招集通知は、本年 6 月 1 日頃に株主の皆
様へ発送されます。 

                        
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 5 月 25 日、日本国、東京 
 
本公表日現在で、当社の取締役兼執行役は坂本誠氏、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、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・イップ氏(Mr Thomas Chun Kee YIP)、村山啓氏、神田聖人氏及び加藤公司氏で
す。 
 
定款の草案は日本語です。本公表文に含まれる英語と中国語のものは単なる翻訳にすぎ
ません。不一致がある場合には、日本語版が優先します。 
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＊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。 


