
このアナウンスの内容について疑義がある場合には、証券取引所、銀行担当者、弁
護士、公認会計士または他の専門機関で、あなたの取引口座を管理する証券会社ま
たは株主名簿管理人に相談してください。 
 
 香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本アナウンスの内容について一切
責任を負わず、本書の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本書
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: 6889) 

 

2013 年 3 月 31 日に終了した事業年度における期末配当 
 

概 要 

• 2013 年 5 月 28 日、株式会社ダイナムジャパンホールディングス（以下「当社」

という）の取締役会（以下「役員会」という）は、当社の普通株式（以下「株

式」という）1 株当たり 7.25 円の期末配当（以下「期末配当」という）を発表

しました。下期 6 ヶ月終了後の 2013 年 3 月 31 日迄に当社の株主名簿に登録さ

れた株主に対し、2013 年 6 月 26 日に支払われます。 

• 全ての CCASS 受益者は、香港ドルで期末配当金を受領します。 

• 期末配当金の支払額は、下記の「配当金支払いのための日本の源泉徴収税」に

定める税率により、日本の源泉徴収税の対象となります。 

• CCASS 受益者を除く自己名義で株式を保有している株主については、期末配当

の源泉徴収税の還付を申請する必要はありません。当社は、株主の属性に応じ

て適用される源泉徴収税率を適用しています。 

• CCASS 受益者は、申請手続説明書及び申請書に定める手続に従って、期末配当

金の源泉徴収税の還付申請書を取得し、当社の事務所（〒116-0013 東京都、

荒川区、西日暮里 2-25-1）に、申請書と必要書類を 2013 年 9 月 30 日迄に送付

しなければなりません。 

• 還付申請書は、日本の国税局（以下「国税局」という）の承認対象となるため、

CCASS 受益者は源泉所得税の払戻しするにあたり、手続き上の遅延が生じる事

に注意してください。国税局は還付申請手続きを処理するために、追加情報を

CCASS 受益者に要求することがあります。 

 

状況により別の定めがある場合を除き、本明細書で用いる資産計上の用語の定義は、

2012 年 7 月 24 日付の当社の目論見書（以下「目論見書」という）に定義されてい

るのと同じ意味を有するものとします。 

 

期末配当 

2013 年 5 月 28 日付け当社の取締役会において、2013 年 6 月 26 日に普通株式 1 株

当たり 7.25 円の期末配当を配当する事を発表しました。これらにより 6 ヶ月前に

終了した、2012 年 9 月 30 日の基準日で、2012 年 12 月 17 日に配当支払した中間配

当を含め、当社は、株主に対し 2013 年 3 月 31 日の会計年度終了時点で、普通株式

1 株当たり 13 円の配当金を配当する事になりました。 



 

配当金権利確定基準日 

基準日については、2013年 3月14日に当社が発表したアナウンスで述べたように、

2013 年 3 月 31 日で終了する事業年度の下期 6 ヶ月間の期末配当は、2013 年 3 月

31 日（日曜日）時点に、当社の株主名簿に登録されている株主に対し配当金を支

払います。 

 

配当金支払通貨 

当社は 2013 年 4 月 11 日に、当社の株主に対し、配当通貨を選択するための手続を

発表しました。 

当社（CCASS 受益者以外）から、配当金を受領する権利を確定した株主は、配当金

の通貨選択をするために、配当通貨選択申請書を使い申請します。株主は、日本円

または香港ドル（後述の「為替レート」の記載に基づき、その為替レートに基づい

て当社で香港ドルに為替変換される。）の何れかの通貨を選択し、その配当金を受

領する権利を持っています。 

CCASS 受益者は、CCASS から自分の株式を回収し、当社の株主名簿管理人を介し株

主名簿に登録しない限り、日本の会社法において株主として認識されません。その

場合、全ての CCASS 受益者は、香港ドルにより配当金を受領する事になります。 

 

為替レート 

香港ドルを希望する株主へ配当金を配当するため、配当金を日本円から香港ドルへ

為替変換するための香港ドルの為替レートは、2013 年 5 月 28 日直後の 5 営業日

（2013 年 5 月 29 日から 31 日、2013 年 6 月 3 日から 4 日の期間）の平均為替レー

ト（TTM レート）に基づき決定されます。 

当社は、期末配当に関する香港ドル 終為替レートを、2013 年 6 月 5 日に発表し

ます。 

 

配当金支払時の日本の源泉所得税徴収額 

下記は、当社の株主の期末配当金の支払いに適用される日本の源泉所得税率です。 

株主が日本と香港との間で有効な租税条約の適用について、特に関心が有る場合に

は、専門家に相談することをお勧めします。 

 
 
 

当社発行済株

式の3%未満を

保有する個人

株主 

当社発行済株式の

3%以上を保有する

個人株主 

法人株主 

株主が日本の居住者又は日本に設

立された企業に当たる場合  
10.147% 20.42% 7.147%

株主が日本の居住者又は日本に設

立された企業に当たらない場合 
7.147% 20.42% or 

10.147%(1) 

7.147% or 

5.105%(1)

(1) 香港の居住者および香港に設立された会社は、日本の源泉徴収税に服します。それは、香港・

日本租税条約に基づき配当支払額の 10％以下（または、当社の議決権の 10%以上の持分を配当支払

の基準日までの 6 ヶ月間有する法人株主については 5%以下）になります。 

（香港・日本租税条約） 

 

CCASS 株主を除き、自己名義で株式を保有する株主は、源泉所得税の還付を申請す

る必要はありません。当社は、期末配当の源泉所得税を、各々の株主の属性に応じ

て適用し源泉徴収します。 

 

CCASS 受益者 

原則、日本の法律下で作成された当社の目論見書に記載される「CCASS 受益者」に



ついて、当社は事前に、CCASS 受益者の属性及び持株数、居住場所を特定すること

ができないため、個別に源泉所得税率を適用し徴収することができません。そのた

め当社は、CCASS 受益者に対し日本の源泉所得税の 高税率を適用し徴収します。 

 

香港の CCASS 受益者 

香港居住者又は、香港で設立された法人である CCASS 受益者は、日本の法律下にお

ける 高の源泉所得税率である 20％の源泉所得税の徴収対象者となります。 

しかし、株主が（i）香港で設立された香港法人である場合には、日本の税法のも

と、源泉所得税の還付を請求することができます。（ⅱ）日本に恒久的な居住場所

を持っていない場合、日本の国税局の還付手続きと申請条件に定める還付請求申請

の手続きを行う事ができます。下記の表は、諸々の株式保有条件と適用税率につい

て、源泉所得税の還付請求をするための目安として、本来、株主に適用されるべき

税率を記載しています。 

保有比率 
 
 
 

当社によって

初に適用さ

れる 高源泉

税率 

適用税率 超過源泉され

た税金に関す

る 高還付率 

当社発行済株式の3%未満を保有す

る個人株主 

20.42% 7.147% 13.273%

当社発行済株式の3%以上を保有す

る個人株主 

20.42% 20.42% 0%

配当の基準日に終了する6ヶ月間の

当社の議決権10％未満、株式を持っ

ている企業の株主 

20.42% 7.147% 13.273%

当社の議決権10％以上を有する、配

当の基準日に終了する6ヶ月間株式

を持っている企業の株主 

20.42% 5.105% 15.315%

 

日本に居住する CCASS 受益者 

日本の居住者又は日本で設立された法人である CCASS 受益者の場合は、日本の法律

の下、 高の源泉所得税率である 20％の源泉所得税の徴収対象となります。しか

しながら当該 CCASS 受益者は、日本の国税局の還付請求手続及び申請条件に定める

還付請求手続を行う場合、下記の表に記載する適用税率を差引きした金額について

源泉所得税の還付請求をすることができます。 

保有比率 当社によって

初に適用さ

れる 高源泉

税率 

適用税率 超過源泉され

た税金に関す

る 高還付率 

当社発行済株式の3%未満を保有す

る個人株主 
20.42% 10.147% 10.273%

当社発行済株式の3%以上を保有す

る個人株主 
20.42% 20.42% 0%

企業株主  20.42% 7.147% 13.273%

 

外国人及び香港に居住しない CCASS 受益者 

日本及び香港の個人居住者、日本及び香港で設立された法人である場合の CCASS 受

益者は、日本の法律の下、 高の源泉所得税率である 20％の源泉所得税の徴収の

対象となります。しかしながら、CCASS 受益者は、CCASS 受益者の属性を特定させ

るための還付請求申請を手続した場合、還付請求申請と還付請求条件に従い、下記

の表に定める適用税率を差引きした金額の源泉所得税の還付請求をすることがで



きます。CCASS 受益者は、日本と外国との間に有効な租税条約がある場合、下記の

表に記載されている適用税率と異なる税率を主張することができる可能性があり

ます。CCASS 受益者が、日本と諸々の外国との間に有効な租税条約の適用について

特に希望する場合は、専門家に相談することをお勧めします。 

 

保有比率 
当社によって

初に適用さ

れる 高源泉

税率 

 

適用税率 
超過源泉され

た税金に関す

る 高還付率 

当社発行済株式の3%未満を保有す

る個人株主 
20.42% 7.147% 13.273%

当社発行済株式の3%以上を保有す

る個人株主 
20.42% 20.42% 0%

企業株主  20.42% 7.147% 13.273%

 

還付手続きと必要書類 

期末配当金の源泉所得税を還付請求したい CCASS 受益者は、次の書類を準備する必

要があります。 

当社は、下記に定める書類について、源泉所得税の還付目的のために必要とするこ

とを日本の国税局と確認しています。当社は、下記に定める条件に従い、期末配当

金の還付申請手続をする事を発表します。その後の配当金支払時の還付手続条件に

ついては、場合により還付手続条件が異なる場合がありますのでご注意ください。 

期末配当金の源泉所得税の還付請求したい CCASS 受益者は、次の書類（申請書類）

を準備する必要があります： 

 

1．源泉所得税の還付請求申請書は、下記のサイトから入手可能です。 

http://www.dyjh.co.jp/assets/files/ir/EN_07510473.pdf 

 

2．CCASS 受益者は、2013 年 3 月 31 日時点に登録された当社の株主として証明する

ための株式残高証明書及び、期末配当金の受領を示す CCASS 参加者によって発行さ

れた書類。 

香港以外で設立された法人及び、香港国外に居住する CCASS 受益者についても、こ

れらの書類を準備する必要があります。 

 

3. 2013 年 3 月 31 日時点に当社の株主である事を証明するための CCASS 参加者及

び CCASS 参加者の下に居る外国証券会社が発行した顧客リスト。 

印刷された申請書は、2013 年 6 月 26 日から入手可能になり、2013 年 9 月 30 日迄、

下記の場所で入手できます。 

 

(1) 当社香港事務所 

Unit A1, 32nd Floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong. 
(2)  コンピューターシェア香港インベスター・サービス・リミテッド 

当社の株主名簿管理人 

17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong. 
 

また、上記書類は、中国語翻訳版でもご用意しております。 

http://www.dyjh.co.jp/assets/files/ir/CN_07510473.pdf 

CCASS 受益者は還付請求申請手続きするために、日本の国税庁は、各 CCASS 参加者

の名前（複数可）、住所、株数などの詳細を含む情報を、CCASS 受益者の還付請求

する際の必要事項とすることも覚えておいてください。CCASS 参加者が保有する顧

客リストは、当社が直接、CCASS 参加者から取得します。 



 

提出と提出期限 

CCASS 受益者は、当社へ還付申請書を直接送付または、各々の指定代理人を通じて

（例えば、各々の CCASS 参加者等）を送付することができます。どちらの場合にお

いても、当社は、申請書類を回収し、国税庁に提出します。 

期末配当について、源泉税の還付を望む CCASS 受益者は、日本の当社の事務所、〒

116-0013、東京都、荒川区、西日暮里 2-25-1 迄、申請書類を送付しなければなり

ません。（注：送付先担当者名：耀広昭、竹下浩二） 

還付申請書の 終提出の期限日は、2013 年 9 月 30 日です。 

 

還付金の支払い 

還付請求申請した還付金額は、一旦、当社の口座に国税局から直接日本円で支払わ

れ、当社は、還付請求者の指定した口座へ支払います。 CCASS 受益者は、還付金

を受け取るために、日本円を受領することができる銀行口座もしくは、複数の通貨

を受領できる口座を各々の銀行で準備する必要があります。 

還付申請書は国税局の承認対象となりますので、CCASS 受益者は還付金を受領する

迄の期日の遅延がある可能性がある事、CCASS 受益者からの提出書類に不備があっ

た場合、還付請求の再提出が発生する事があることに注意してください。国税局は、

還付請求を処理するために必要な、追加の証明書類を CCASS 受益者に請求する場合

があります。 

 
源泉所得税の還付申請書もしくは他の関連した質問事項がある場合には、下記の担

当者までお問い合わせ下さい。 
 
耀 広昭  
e-mail: hiroaki_akaru@dynam.co.jp 
TEL: 03-5850-3660 
 
竹下 浩二 
e-mail: koji_takeshita@dynam.co.jp 
TEL: 03-5850-3660 
 

 

       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 

 

2013 年 5 月 28 日、日本、東京。 

本書の作成日において当社の取締役は、佐藤洋治氏、社外取締役は牛島憲明氏、独

立社外取締役は、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(Thomas Chun Kee YIP)氏であります。 

 

＊本書は、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。 


