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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: 6889) 

 
 

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（「当社」）の取締役会（「取締役会」）は、本公告の

日に開催された取締役会において、当社の定款（「定款」）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25日に開催される定時株主総会（「定時総会」）で検討後に特別決議による

当社の株主（「株主」）の皆様の承認を得ることを条件としております。 
 
本公告は、香港証券取引所の証券上場規則の規則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、本公告の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 

 

当社は、(1)事業範囲、および、(2)配当金の権利者を決める基準日等に関する定款の第 2 条、

第 55 条および第 56 条の修正の提案を行いました。 

 

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 

定  款 

第１章 総則 

定  款 

第１章 総則 



現行定款 変更案 

（商号） 

第１条     （記載省略） 

（目的） 

第２条  当会社は、次の事業を営む会社およ

びこれに相当する業務を営む外国会社の株

式を所有することにより、当該会社の事業活

動を支配・管理することを目的とする。 

（１） 遊技場その他の娯楽施設の経営 

（２） 遊技機および遊技機周辺設備その他

各種遊技機関連設備の企画、開発、売買、保

守管理、性能評価ならびにその仲介、代理、

調査、およびコンサルタント業務 

（３） 遊技機管理システムの開発、運用、

保守およびシステムサービスの提供ならび

にその仲介、代理、調査およびコンサルタン

ト業務 

（４） 遊技機の移動に関わる申請書類の作

成および申請手続きならびにその仲介、代理

、調査およびコンサルタント業務 

 

 

（新設） 

 

 

（５） 飲食店の経営 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（６） 人材派遣、人材斡旋および有料職業

紹介に関する業務 

（商号） 

第１条    （現行どおり） 

（目的） 

第２条  当会社は、次の事業を営む会社およ

びこれに相当する業務を営む外国会社の株

式を所有することにより、当該会社の事業活

動を支配・管理することを目的とする。 

（１） 遊技場その他の娯楽施設の経営 

（２） 遊技機および遊技機周辺設備その他

各種遊技機関連設備の企画、開発、売買、保

守管理、性能評価ならびにその仲介、代理、

調査、およびコンサルタント業務 

（３） 遊技機管理システムの開発、運用、

保守およびシステムサービスの提供ならび

にその仲介、代理、調査およびコンサルタン

ト業務 

（４） 遊技機の移動に関わる申請書類の作

成および申請手続きならびにその仲介、代理

、調査およびコンサルタント業務 

（５） ゲーム機、ソフトウェア、コンテン

ツ、ゲーム場管理システムならびに付属品お

よび付属設備の企画、開発、製造、販売、設

置、保守管理、リースおよび輸出入 

 

（６） 飲食店の企画および経営ならびにコ

ンサルタント業務 

（７） コーヒー、木材、食品その他の物品

の製造、加工、販売および輸出入 

（８） 貨物運送取扱い業務および梱包業務

ならびに倉庫業およびその代理業務 

（９） 貨物国際輸送の仲介および斡旋 

（10） 貿易業 

（11） 通関業務および通関事務代行業務 

（12） 人材派遣、人材斡旋および有料職業

紹介に関する業務 



現行定款 変更案 

（７） 語学および会話に関する教育、語学

教員の人材育成、語学教材の開発および販売

（８） 外国就学および留学の斡旋ならびに

その諸手続に関する代行業務 

（９） 不動産の売買、仲介、賃貸、管理お

よび鑑定ならびにコンサルタント業務 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（10） 引越しの斡旋 

（11） 損害保険代理に関する業務 

（12） 生命保険募集に関する業務 

（13） 自動車損害賠償保険法に基づく保険

代理業 

（14） 情報処理サービス業、情報提供サー

ビス業および情報一元管理ならびにそれら

に関する仲介、代理、調査およびコンサルタ

ント業務 

（15） 広告代理業 

（16） 経理、税務、給与計算、労務管理そ

の他の事務処理に関する業務 

（17） コンピューターシステムの開発、設

置、運用および保守管理 

（新設） 

 

２．当会社は、前項に附帯する業務を営むこ

とが出来る。 

 

第 8 章 計算 

（事業年度） 

第 53 条   （記載省略） 

（13） 語学および会話に関する教育、語学

教員の人材育成、語学教材の開発および販売

（14） 外国就学および留学の斡旋ならびに

その諸手続に関する代行業務 

（15） 不動産の売買、仲介、賃貸、管理お

よび鑑定ならびにコンサルタント業務 

（16） 建築物および室内外装飾の企画設計

および施工監理ならびにコンサルタント業

務 

（17） 建築物の修理、清掃および維持管理

（18） 建築材料の製造、加工、仕入、販売

および輸出入 

（19） 翻訳業および通訳業 

（20） 引越しの斡旋 

（21） 損害保険代理に関する業務 

（22） 生命保険募集に関する業務 

（23） 自動車損害賠償保険法に基づく保険

代理業 

（24） 情報処理サービス業、情報提供サー

ビス業および情報一元管理ならびにそれら

に関する仲介、代理、調査およびコンサルタ

ント業務 

（25） 広告代理業 

（26） 経理、税務、給与計算、労務管理そ

の他の事務処理に関する業務 

（27） コンピューターシステムの開発、設

置、運用および保守管理 

（28） 国内外法人に対する金銭の貸付けそ

の他の投資および経営指導 

２．当会社は、前項に附帯する業務を営むこ

とができる。 

 

第 8 章 計算 

（事業年度） 

第 53 条   （現行どおり） 

<中 略> 



現行定款 変更案 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第 54 条   （記載省略） 

（剰余金の配当の基準日） 

第 55 条  当会社の期末配当の基準日は、毎

年３月 31 日とする。 

２． 前項のほか、基準日を定めて剰余金の

配当を行なうことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間配当） 

第 56 条  当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年９月 30 日を基準日として中間配当

を行うことができる。 

（配当金の除斥期間） 

第 57 条   （記載省略） 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第 54 条   （現行どおり） 

（剰余金の配当の基準日） 

第 55 条 当会社は、基準日を定めることに

より、当該基準日において株主名簿に記載さ

れ、または記録されている株主を剰余金の配

当を受ける権利を有する者（以下「基準日株

主」という。）とすることができる。 

  ２． 前項において、基準日を定めたと

きは、当該基準日の２週間前までに、当該基

準日および基準日株主が剰余金の配当を受

ける権利を有する旨を公告するものとする。

３． 第 1 項において、基準日を定めたと

きは、当該基準日の１０営業日前まで、かつ

、前条に定める剰余金の配当に係る議案を上

程する取締役会の開催日の７営業日前まで

に、当該基準日および当該取締役会の開催日

について、証券取引所のウェブサイトに開示

するものとする。 

４． 前項において、営業日とは、香港にお

ける営業日をいう。 

 

（削除） 

 

 

 

（配当金の除斥期間） 

第 56 条   （現行どおり） 

 

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条件と

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、定時総会の終結時に直ちに

効力を生じます。 

 



定款の修正提案の理由 

 

定款の修正を提案するのは、株式会社ダイナム香港（当社の完全子会社）の設立によって当

社の事業範囲が多様化したことを定款に反映させ、また、取締役会が配当金の権利者を決め

る具体的な基準日を随時柔軟に決定することができるようにするためです。  

 

当社の日本の法律顧問である曾我法律事務所は、すべての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. 参考書類 

 

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 3 日頃に株主の皆様へ発送

されます。 
 

 
                        

取締役会を代理して 

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 

     佐藤洋治 

議長 兼 代表執行役 
 

2013 年 5 月 28 日、日本国、東京 

 

本公告日現在で、当社の常勤取締役は佐藤洋治氏、非常勤取締役は牛島憲明氏、独立非常勤取締

役は、堀場勝英氏、高野一郎氏、吉田行雄氏、加藤光利氏およびトーマス・チュン・キー・イッ

プ氏(Mr Thomas Chun Kee YIP)です。 

 

定款の草案は日本語です。本公告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。 

 
＊本公告は、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。 
 

 


