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配当金及び自己株式の取得に関するお知らせ 
 

 

ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー 

取締役会が配当を15％引き上げること及び 

2014年完了予定の株式買戻プログラムを45億ドルに拡大することを公表 

 

 当社は2014年1月29日の取締役会において、第1四半期の配当金を1株当たり0.32ドルから0.37ドルに

15％増額することを公表いたしました。さらに、当社は、公表済みの経営上の優先事項に沿って、2014

年に完了予定の承認済み株式買戻プログラムに基づく普通株式の買戻額を15億ドルから45億ドルに拡大

することを公表いたしました。 

 

 当社による増配と株式買戻プロブラムの拡大は、継続的な利益の増加を通して株主に更なる利益を着

実に還元していくための当社の公表済みの計画に沿った一連の戦略的な対策の中で最新のものです。 

 

 当社の会長兼最高経営責任者であるアンドリュー・N・リバリスは、「本日の取締役会の決議は、過

去数四半期にわたって取締役会が特に重点的に検討してきた事項について最終的な判断を下すものでし

た。15％の増配と45億ドルの株式買戻の承認は、ダウのパフォーマンスと不透明なマクロ経済環境下に

おいても事業を展開していくことのできる有効な戦略に対する我々の自信を反映しています。この戦略

は、厳しい生産性の測定基準と統制の取れた資本配分の優先事項と共に、当社の統合された事業構成に

重点を置いています。」 

 

 「我々は、引き続き営業費用をコントロールし、選別された高収益の最終消費市場において成長する

ために、統合された事業のバリューチェーンに慎重に投資していきます。同時に、ダウの財務実績とバ

ランスシート上で当社が見せた大きな進展は、配当の引き上げと株式買戻プログラムを加速させる自信

と柔軟性を我々に与えました。我々は、大きな株主価値を生み出しており、これは今までも、そしてこ



れからも取締役会及び経営陣の最優先事項で有り続けます。」と述べました。 

 

 配当金は、2014年3月31日を基準日として2014年4月30日に株主に支払われます。今回の配当により、

当社による配当は連続で410回目となります。1912年以来、当社は四半期毎に株主に対して配当金を支

払っております。株式買戻プログラムに基づく自己株式の取得は、公開市場において又は相対取引によ

り随時行うことが可能です。 
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®TM Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow 

 

Note  The forward-looking statements contained in this document involve risks and uncertainties that may affect the Company’s operations, 
markets, products, services, prices and other factors as discussed in filings with the Securities and Exchange Commission. These risks and 

uncertainties include, but are not limited to, economic, competitive, legal, governmental and technological factors. Accordingly, there is no 

assurance that the Company’s expectations will be realized. The Company assumes no obligation to provide revisions to any forward-looking 
statements should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.  

 
 

 

 

 

shareholders cash dividends every quarter since 1912. Purchases under the shareholder repurchase 

program may be made over time in open market or privately negotiated transactions.  

  

About Dow 

Dow (NYSE: DOW) combines the power of science and technology to passionately innovate what 

is essential to human progress. The Company is driving innovations that extract value from the 

intersection of chemical, physical and biological sciences to help address many of the world's most 

challenging problems such as the need for clean water, clean energy generation and conservation, 

and increasing agricultural productivity. Dow's integrated, market-driven, industry-leading 

portfolio of specialty chemical, advanced materials, agrosciences and plastics businesses delivers a 

broad range of technology-based products and solutions to customers in approximately 

180 countries and in high growth sectors such as packaging, electronics, water, coatings and 

agriculture. In 2013, Dow had annual sales of more than $57 billion and employed approximately 

53,000 people worldwide. The Company's more than 6,000 products are manufactured at 201 sites 

in 36 countries across the globe. References to "Dow" or the "Company" mean The Dow 

Chemical Company and its consolidated subsidiaries unless otherwise expressly noted. More 

information about Dow can be found at www.dow.com. 
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