
株主の皆様へ 

 

株式会社 ダイナムジャパンホールディングス 

香港証券取引所 証券コード 06889 

2016年 6月 24日 

 

期末配当金にかかる源泉徴収の取り扱いについて 

 

当社は、2016 年 6 月 24 日に 2016年３月期における期末配当金として、1株につき 6円をお支払い致しま

した。（香港ドル換算為替レート 1 円あたり 0.0707香港ドル） 

 

国内の証券会社口座で中間配当金を受領された株主様に対しましては、当社において源泉所得税を徴収

した後の「期末配当金」をお支払いしております。その際当社は、2016 年 5月 26 日付『2016 年 6月 2 日

（期末配当基準日）の株主の皆様に支払われる 2016 年３月期の期末配当のお知らせ』に記載したとおり、

国内の最高税率（20.42％）で源泉徴収しております。 

一方、日本の税務当局が租税特別措置法を根拠として国内の証券会社に対しても源泉徴収するよう指導

しているため、国内の証券会社では、当社の源泉税徴収前の金額に対して、国内源泉所得税として個人株

主の場合 20.315％（所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税 5％）を源泉徴収しております。この結

果、この度の期末配当金に対して合計 40.735%の源泉税率で一時的に源泉徴収されることになりました。 

適用税率を超えて源泉徴収された税額は、当社へ還付請求を申請する事により適正な税額に調整されま

すので、下記の要領でお手続き下さいますようご案内申し上げます。 

※以下の各証券会社「藍澤証券、エイト証券、上光証券、東洋証券、内藤証券、むさし証券、リーデ

ィング証券」をご利用の株主様は、当社が直接各証券会社より申請書を入手して手続を行います。よ

って株主様における手続きは不要になります。 

 

還付請求申請手続きについて 

2016 年 5月 26日付当社アナウンスメントの『2016年 6 月 2 日（期末配当基準日）の株主の皆様に支払

われる 2016 年３月期の期末配当のお知らせ』に記載したとおり、次の２種類の書類を下記の送付先までご

郵送下さい。 

① 還付請求申請書 

必要事項をご記入下さい。 

還付請求申請書は、下記のＵＲＬから入手可能です。 

http://www.dyjh.co.jp/ir/stock/information/EJ_20160526.pdf 

② 証券会社が発行した配当金計算書 

 

〔送付先〕 〒116-8580 東京都荒川区西日暮里 2－27-5 

     ㈱ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ宛 

〔提出期限〕 2016年 9月 30日 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 東京都荒川区西日暮里 2－25－1－702 

企画調整グループ 大部・菊地  電話：03－5615－1222 

http://www.dyjh.co.jp/ir/stock/information/EJ_20160526.pdf


様式１(Form 1) 

 

 
株式会社ダイナムジャパンホールディングス 
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd 

 
還付請求申請書 

APPLICATION FORM FOR TAX REFUND 
 

１.申請者情報 Details of Recipient of Refunds 

氏名又は名称  

Full name 

住所又は居所  

Domicile or residence  

 

 

 

電話番号 Telephone Number:、 

E メールアドレス E-mail address: 

個人の場合  

Individual 

 

 

 

国籍  

Nationality  

 

 

本店又は主たる事務所の所在地  

Place of head office or main 

office 

 

 

 

電話番号 Telephone Number: 

E メールアドレス E-mail address: 

設立又は組織された場所  

Place where the Corporation was 

established or organized  

 

 

 

法人その他の 

団体の場合  

Corporation 

or other 

entity  

 

事業が管理・支配されている場所  

Place where the business is 

managed or controlled 

 

 

 

電話番号 Telephone Number 

E メールアドレス E-mail address: 

居住者としてこの配当に関して課税される国、納税

地※注1 

Country where the recipient is taxable as resident 

on Dividends mentioned in 2. below and the place 

where he is to pay tax *Note 1 

 

 

 

 

納税者番号 Taxpayer Identification Number*: 

名称  

Name 

 

 

所在地 

Address 

 

 

電話番号 Telephone Number: 

E メールアドレス E-mail address: 

日本国内の恒久的施設の

状況  

Permanent establishment 

in Japan  

□有(Yes) , □無(No)  

If “Yes”, explain:  

事業の内容 

Details of Business 

 

 

 
 
 
 
 

※注 1. 納税者番号とは、租税の申告、納付その他の手続を

行うために用いる番号､記号その他の符号でその手続をすべ

き者を特定することができるものをいいます。支払を受ける

者が納税者番号を有しない場合や支払を受ける者の居住地

である国に納税者番号に関する制度が存在しない場合には

納税者番号を記載する必要はありません｡ 

*Note 1. The Taxpayer Identification Number is a number, code or symbol which is 

used for filing of return and payment of due amount and other procedures regarding 

tax, and which identifies a person who must take such procedures. If a system of 

Taxpayer Identification Number does not exist in the country where the recipient 

resides, or if the recipient of the payment does not have a Taxpayer Identification 

Number, it is not necessary to enter the Taxpayer Identification Number. 



様式１(Form 1) 

 

２. 株式の数量 Number of Shares 

株式の数量 Number of shares (DYNAM JAPAN : 06889)  
 

 

３.還付金の受領場所等に関する希望 Options for Receiving Your Refund 

(1) 日本国内の銀行口座(含: ゆうちょ銀行の口座)または、日本国外の銀行口座を選択出来ます。源泉徴収税の還付金は日本円で支払われ、必要に応

じてご利用の銀行により指定された為替レートで当該銀行口座の現地通貨に自動的に変換されます。 

You may opt to provide either a Japanese bank account (including an account of Japan Post Bank) or a bank account outside Japan. Refunds 

of withholding taxes will be paid on Japanese yen and, if applicable, automatically converted into the denominated currencies of your 

bank account at an exchange rate specified by your bank. 

(2) 該当する箇所のみを記入して下さい。  

Only enter your information in the corresponding fields. 

受取希望場所 

Receipt by transfer to: 

銀行 

Bank 

支店 

Branch name or number 

預金種類及び口座番号

又は記号番号 

Type of account and 

account number 

口座名義人 

Name of account holder 

日本国内の預金口座 

A Japanese bank account 

 

 

   

   日本国外の預金口座 

A bank account outside 

Japan 

 

支店住所（国名、都市名）Branch Address (Country, City): 

 

 

 

 

 

 

４.代理人情報（本人以外が記載する場合）Details of Agent; If this form is prepared and submitted by an Agent, 

Fill out the following columns. 

代理人の資格  

Capacity of Agent in Japan  

氏名（名称）  

Full name  

納税管理人の届出をした税務署名  

Name of the Tax Office where the Tax Agent is 

registered  

 

□ 納税管理人 Tax Agent  

□ その他の代理人 Other Agent  

住所（居所・所在地）  

Domicile (Residence or location)  

 

電話番号 Telephone Number  

 

５.会社 使用欄 For Company Use Only 

（1）所得の種類  

Kind of Income  

受付日 

(Receipt Date) 

（2）所得の支払期

日  

Due Date for 

Payment  

（3）所得の支払金

額  

Amount paid  

（4）（3）の支払金

額から源泉徴収し

た税額  

Withholding Tax 

on （3） 

（5）（4）の税額の

納付年月日  

Date of Payment 

of （4）  

（6）正当な還付を

適用した場合に源

泉徴収すべき税額  

Tax Amount to be 

withheld under 

Tax correct paid.  

（7）還付を受けるべき金

額 （還付金返金日） 

Amount to be refunded 

(Refund Date) 

(（4）－（6）)  

   

 

 

   

 

 

 

 


