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■ はじめに 
 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」または「当社」といいま

す）は、日本電信電話株式会社（以下、「NTT」といいます）による株式会社NTT ドコモ（以下、「NTT ドコモ」といい

ます）の発行済普通株式（注１）の全部を取得することを目的とした公開買付（注2）（以下、「本公開買付」といいま

す）における公開買付代理人を務めております。 
 
注1 NTT が保有する NTT ドコモの普通株式および NTT ドコモが保有する自己株式を除きます。 
注2 本公開買付においては、バンクオブニューヨーク メロン銀行に預託されたＮＴＴドコモの普通株式 1 株の所有権を

表章するものとして同銀行により米国で発行されている米国預託証券（以下、「本 ADR」といいます）も対象として

おりますが、本ADR自体の応募の受付けは行われません。本公開買付への応募を希望する本ADRの保有者の

皆さまにおいては、事前に、本 ADR を同銀行に引き渡し、かかる本 ADR に表章されていた NTT ドコモの普通株

式の交付を受けた上で、ご応募ください。 

 

本資料は、NTT ドコモ普通株式の公開買付への応募手続きについてご案内するものです。 
 

本公開買付への応募は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を通じてお手続きいただく必要があります。なお、応募

の是非につきましては、お客さまご自身でご判断ください。 
 

※ 本資料は、2020 年 3 月 31 日現在の NTT ドコモの株主名簿に記載または記録された株主の皆さまにお送り

しています。 
 



2 

1．公開買付の概要  

 
■ 本公開買付の概要 
 

銘柄（証券コード） NTT ドコモ（9437） 

公開買付期間 2020 年 9 月 30 日（水）～2020 年 11 月 16 日（月）16 時まで 

買付予定数 

1,090,896,056 株 
 

本公開買付においては、14,686,300 株を買付予定数の下限として設定し

ており、応募株券等の総数が買付予定数の下限（14,686,300 株）以上の

場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いますが、当該応募株券等の

総数が買付予定数の下限（14,686,300 株）に満たない場合には、応募株

券等の全部の買付け等を行いません。 

公開買付価格 
普通株式 1 株につき金 3,900 円 
本 ADR（米国預託証券）1 個につき金 3,900 円 

単元未満株式について 本公開買付の対象となります（お申込み可能です）。 

公開買付代理人 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 

公開買付結果 

NTT が公開買付期間末日の翌日に公表を行います。 
なお、公開買付に応募された株主の方に対して、三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券から郵送で「公開買付による買付け等の通知書」を交付いたし

ます。 

決済の開始日 2020 年 11 月 24 日（火） 
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■ お問合せ先  

本公開買付の応募手続きに関するご質問は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の以下のお問合せ先までお

願いいたします。 
 

なお、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券では、本公開買付における応募手続き以外に関するお問合せには応

じておりませんのでご了承ください。 
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2．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券における応募手続きのご案内  

 
（1） 応募手続き 
 
■ 応募手続きの概要について 

本公開買付の応募手続きにあたっては、公開買付期間終了日までに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券に「公開買付応募申込書」をご提出いただくとともに、ご提出いただいた「公開買付応募申込書」

にご記入いただいたお申込数量の NTT ドコモ株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に開設された口座

にお預けいただく必要があります。 
 

NTT ドコモ株式を他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下、

「三菱ＵＦＪ信託銀行」といいます））の口座を通じてお預けの場合には口座振替手続きが必要です。 
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に口座をお持ちでない場合は事前に口座開設の手続きが必

要です。 
 

口座開設や口座振替は時期により相当な日数がかかる場合もございますので、公開買付へ応募され

る場合はお早めにお手続きくださいますようお願いします。 
 
 

 
※  「公開買付応募申込書」にご記入いただいたお申込数量分の株式が、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお

取引口座にお預かりがない場合、お申込みは無効になります。他の金融機関（証券会社等）にお預けになって

いる場合、事前に「公開買付応募申込書」をご提出いただいても、口座振替手続きが間に合わないなどの理由で公

開買付期間終了日までに株式のお預け（振替）を確認できない場合は、お申込みは無効となりますのでご注意くだ

さい。 
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■ 応募手続きパターンについて 

応募手続きに関しては三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座の開設状況と NTT ドコモ株式のお

預かり状況（記録状況）により、お手続き方法が異なります。 
 

以下の「公開買付応募手続きパターン表」にてお客さまが該当されるケースをご確認のうえ、後述の

「公開買付応募申込みの具体的な手続きについて」にそってお手続きしてください。 
  

【公開買付応募手続きパターン表】 

口座保有状況 当社に口座なし 当社に口座あり 

株式記録状況 他社記録 
あり 

特別口座 
記録あり 

当社記録 
のみ 

他社記録 
あり 

特別口座 
記録あり 

口座開設 
手続き 

事前に 
当社でお手続き 

事前に 
当社でお手続き 不要 不要 不要 

公開買付応募 
申込書提出 

当社へ 
ご提出 

当社へ 
ご提出 

当社へ 
ご提出 

当社へ 
ご提出 

当社へ 
ご提出 

口座振替 
手続き 

他社で 
お手続き 

当社/信託銀行

でお手続き 不要 他社で 
お手続き 

当社/信託銀行 
でお手続き 

お手続き 
パターン A B C D E 
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■ 公開買付応募申込みの具体的な手続きについて 

① 口座開設手続き 
 
 
 

本公開買付応募前に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券で新規口座開設が必要となります。 
 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券ホームページから口座開設申込みを行うか、公開買付お問合せダ

イヤル（0120-99-4269）またはお近くの三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の各支店までご連絡くださ

い（巻末の支店一覧をご参照）。 

※ お手続きには、マイナンバー制度にもとづく個人番号（法人の場合は、法人番号）のご申告とともに、ご

印鑑、本人確認書類、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券とのお取引にあたってご利用いただく銀行また

は郵便局と口座番号のわかるものが必要となります。 

※ 本公開買付に応募するお取引のみをご希望のお客さまは、公開買付専用口座をご利用いただけます

（公開買付に関するお手続き終了後、口座は閉鎖されます）。 

 

② 公開買付応募申込書請求・提出 
 
 
 

本公開買付の応募には、「公開買付応募申込書」のご提出が必要となります。 
 

「公開買付応募申込書」のご請求は公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお取引店で承

ります。 
 

「公開買付応募申込書」をお渡しする際、公開買付説明書を同時にお渡ししますので、必ず内容をご確

認のうえ、「公開買付応募申込書」に必要事項を記入し、店頭または郵送にてご提出ください。 

※ 公開買付応募申込書のご印鑑は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券へのお届出印をご使用ください。 

（法人のみ。個人の方はご捺印不要です） 

 

③ NTT ドコモ株式口座振替手続き 
 
 
 

本公開買付の応募には、NTT ドコモ株式を他の金融機関（証券会社等）のお客さま口座から三

菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお客さま口座への口座振替手続きが必要です。 
口座振替手続きは NTT ドコモ株式が記録されている金融機関（証券会社等）へご依頼ください。口

座振替手続きに際しては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に開設されているお客さまの加入者口

座コード（21 桁）が必要となります。 

当社に口座をお持ちでないお客さま 
（お手続きパターン A、B に該当するお客さま） 

その１ 他の金融機関（証券会社等）に NTT ドコモ株式の記録があるお客さま 
（お手続きパターン A、D に該当するお客さま） 

すべてのお客さま 
（お手続きパターン A、B、C、D、E に該当するお客さま） 
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加入者口座コードは公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお取引店までお問合せくださ

い。 

※ 口座振替手続きの完了には、通常 4～5 営業日程度要します。詳細は、当該株式をお預けの金融機関

（証券会社等）にご確認ください。 

※ ＮＩＳＡ口座に NTT ドコモ株式をお預けされている場合には、当該株式をお預けの金融機関（証券会社等）

で特定口座または一般口座へ振替えたうえでお手続きいただく必要があります。 

※ 特定口座で株式を保有されている場合、一部のみの振替えは出来ませんのでご注意ください。 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

本公開買付の応募には NTT ドコモ株式を特別口座から三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお客さ

ま口座への口座振替手続きが必要です。 
口座振替手続きは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券または特別口座管理機関である三菱

ＵＦＪ信託銀行へご依頼ください。 
 

1） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券でお手続きを行う場合 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券でお手続きの場合には公開買付お問合せダイヤル

（0120-99-4269）またはお取引店まで必要書類をご請求ください。 
 

2） 三菱ＵＦＪ信託銀行でお手続きを行う場合 
三菱ＵＦＪ信託銀行に必要書類をご請求ください。 
 
 
 
口座振替手続きに際しては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に開設されているお客さまの加

入者口座コード（21 桁）が必要となります。 
加入者口座コードは公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお取引店までお問合せく

ださい。 

             ※ 振替手続きの完了には、通常 6 営業日程度要します。詳細は、特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託

銀行）にご確認ください。 

※ 特別口座での記録残高が不明の場合につきましても、特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）ま

でお問合せください。 
 

 
 

その２ 特別口座に NTT ドコモ株式の記録があるお客さま 
（お手続きパターン B、E に該当するお客さま） 

三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部 0120-232-711 
受付時間 平日 9：00～17：00 

 
 

口座振替完了は以下の方法で確認できます。 
• 公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）での確認 
• お取引店（巻末の支店一覧をご参照）での確認 
• インターネットトレードでの確認 

 

口座振替完了は以下の方法で確認できます。 
• 公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）での確認 
• お取引店（巻末の支店一覧をご参照）での確認 
• インターネットトレードでの確認 
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■ 公開買付応募申込み後の確認  

① 公開買付応募申込みの確認 
公開買付の応募手続きが完了すると、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から郵送で「公開買付応募申込

受付票」が送付されますので申込内容をご確認ください。 
 

② 公開買付結果の確認 
NTT が公開買付期間終了日の翌日である 2020 年 11 月 17 日（火）に公表を行います。 
なお、公開買付期間終了日の翌々営業日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から郵送で「公開買付に

よる買付等の通知書」を送付いたします。公開買付の成立・不成立をご確認ください。 
さらに、公開買付が成立した場合には、別途「取引報告書」を送付いたしますので約定内容をご確認くださ

い。 
 

なお、公開買付に係る売却代金は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお客さま口座に入金されます。お

客さまの銀行または郵便局の口座へ自動的にはお振込みされませんので、お振込みをご希望の場合は

「公開買付による買付等の通知書」または「取引報告書」に記載されているお取引店までお申し出ください

※（お取引店では現金のお取扱いをしておりませんのでご了承ください）。 
 
※ 公開買付専用口座で応募申込みをされるお客さまにつきましては、あらかじめお届けいただいた銀行また

は郵便局の口座へお振込みいたしますので、お申し出は不要です。 

 
 

■ 公開買付が不成立となった場合の取扱い 

公開買付が不成立となった場合、NTT ドコモ株式は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座に記録されたま

まになります。 
他の金融機関（証券会社等）に口座振替をご希望の場合は、「公開買付による買付等の通知書」に記載されて

いるお取引店までお申し出のうえ、あらためて口座振替のお手続きをおとりください※。 
 
   ※公開買付専用口座で応募申込みをされたお客さまは、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から当初お預けの金融

機関（証券会社等）へ残った株式を口座振替（返還）しますのであらためてお手続きは不要です。 
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■ お客さま手続きのまとめ 

手続き開始から公開買付終了までに必要な手続きをまとめると以下のとおりとなります。 

手続き 
分類 

パターンＡ 
（当社口座なし） 
（記録：他社記録） 

パターンＢ 
（当社口座なし） 

（記録：特別口座記録） 

パターンＣ 
（当社口座あり） 
（記録：当社記録） 

パターンＤ 
（当社口座あり） 
（記録：他社記録） 

パターンＥ 
（当社口座あり） 

（記録：特別口座記録） 

口
座
開
設 

当社にて口座開設 当社にて口座開設 － － － 

口座開設確認 口座開設確認 － － － 

応
募
申
込
手
続
き 

公開買付応募申込書・説明書の請求 

公開買付説明書の確認 

公開買付応募申込書の記入 

公開買付応募申込書の提出 

口
座
振
替 

他社にて 
口座振替申請書の

記入 

当社/信託銀行にて 
口座振替申請書の

記入 
－ 

他社にて 
口座振替申請書の

記入 

当社/信託銀行にて 
口座振替申請書の

記入 
他社にて 

口座振替申請書の

提出 

当社/信託銀行にて 
口座振替申請書の

提出 
－ 

他社にて 
口座振替申請書の

提出 

当社/信託銀行にて 
口座振替申請書の 

提出 

口座振替完了の 
確認 

口座振替完了の 
確認 

－ 
口座振替完了の 

確認 
口座振替完了の 

確認 

確
認 

公開買付応募申込受付票の確認 

公開買付による買付等の通知書の確認 

書類記入不備、他社や信託銀行での手続きの状況等により日数がかかる場合がございます。お早目のお手続きをお願

い申し上げます。 

 
 
■ その他ご注意  

① 居住者である個人株主の税金について 
居住者である個人株主が公開買付に応募した場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課

税が適用されます。また、特定口座に記録されている株式で応募する場合は特定口座の取扱対象となり

ます。 
なお、税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきます

ようお願いします。 
 

② 本人確認書類について 
新規に取引口座を開設される際には、本人確認書類が必要となります。また、すでにお取引口座を有して

いるお客さまであっても、本人確認書類が必要となる場合がございます。本人確認書類等の詳細につきま

しては、お取引店またはお近くの三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の各支店にお問合せください。 
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     【個人】 下記、Ａ～Ｃいずれかの書類 

Ａ Ｂ Ｃ 

・個人番号カード（両面） 
（表面が住所等確認書類に

なります） 

・（個人番号）通知カード 
（現在の住所・氏名の記載

がある場合のみ利用可） 
＋ 

・住所等確認書類 
（下記ア.の中から 1 種類、

又はイ.及びウ.の中から 2
種類ご提出ください） 

・住民票の写し、又は住民票

記載事項証明書（個人番

号の記載のあるもの）※1 
＋ 

・住所等確認書類 
（下記ア.又はイ.の中から 1
種類ご提出ください） 

      〔住所等確認書類〕 

ア ・運転免許証、又は運転経歴証明書 
・旅券（パスポート）※2 
・住民基本台帳カード（写真付きのもの） 
・療育手帳 
・身体障害者手帳 
・在留カード、又は特別永住者証明書 

イ ・各種健康保険証（現住所の記載のあるもの） 
・国民年金手帳 
・母子健康手帳 

ウ ・印鑑登録証明書※1 
・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※1 

      ※1）は、6 ヶ月以内に作成されたものに限ります。 
      ※2）は、2020 年 2 月 4 日以降に申請したパスポートは「住所」の記入欄が削除されたため、本人確認書

類として利用できません。 
     【法人】 下記Ａ～Ｃの確認書類      

Ａ.法人番号確認書類 ・法人番号指定通知書 
・法人番号印刷書類※ 

Ｂ.法人のお客さまの 
 本人確認書類 

・登記事項証明書（登記簿謄本、抄本等）※ 
・官公庁から発行された書類等（6 ヶ月以内に作成のもの、又は現在

有効なもので、名称、本店又は主たる事務所の所在地、及び事業の

内容を確認できるもの） 

Ｃ.お取引担当者の 
 本人確認書類 

・個人番号カードの表面、又は前記＜個人＞の住所等確認書類ア. 
 の中から１種類 
・前記＜個人＞の住所等確認書類イ.の中から 2 種類、又はイ.・ウ. 
 の中から各１種類（計 2 種類） 
・前記＜個人＞の住所等確認書類イ.・ウ.の中から１種類（注） 
 （注）転送不要の「書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受け

取りをもってご本人確認手続き完了となります。 
    お取引の開始はご本人確認手続終了後となりますので、あらかじ 
    めご了承ください。 

      ※は、6 ヶ月以内に作成されたものに限ります。 
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     【外国人株主】 
      外国人（居住者を除きます。）、外国に本店または主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府が承認

した外国政府または権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認

書類に準じるもの 
 

③ 本公開買付の応募に関する手数料等について 
• 公開買付の応募に関する手数料 

- 公開買付の応募に関する手数料はかかりません。 
• 口座振替に関する手数料 

- 金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）から三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券に口座振替をする際に手数料がかかる場合があります。詳細は口座振替を依頼す

る金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合せください。 
- なお、公開買付が不成立の場合において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から当初お預けの

金融機関（証券会社等）へ口座振替をする際の手数料はかかりません。 
• 売却代金の振込み手数料について 

- 売却代金を振込みで受取る際の送金手数料はかかりません。 
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（2） 公開買付に係る Q&A  
 

目 次 
 

【公開買付の制度、仕組み】 .............................................................................................................................. 15 
Q1 株式の「公開買付」とは何ですか？ ............................................................................................................ 15 
Q2 株式の公開買付には友好的なものと敵対的なものがあると言われていますが、どのように区別されるのです

か？ .......................................................................................................................................................... 15 
Q3 公開買付期間中でも市場で売買はできますか？ ....................................................................................... 15 
Q4 市場で売却する場合でも、公開買付価格で売れますか？ .......................................................................... 15 
Q5 公開買付に応募した後に、市場で売却できますか？ .................................................................................. 15 
Q6 公開買付期間中に、市場から公開買付の対象の株式を購入し、公開買付でその株式を応募できますか？ . 15 
【本公開買付の内容等】 .................................................................................................................................... 16 
Q7 本公開買付の公開買付期間、公開買付価格、決済日は？ ........................................................................ 16 
Q8 応募されたすべての株式が買付られますか？ ........................................................................................... 16 
Q9 公開買付価格および公開買付期間は変更されることはありますか？ ......................................................... 16 
Q10 「公開買付応募申込書」を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に提出した後に公開買付価格や公開買付期間が

変更された場合、あらためて「公開買付応募申込書」を提出する必要がありますか？ ................................. 16 
Q11 買付価格はどのように決定されたのですか？ .......................................................................................... 16 
Q12 公開買付の結果はいつ分かりますか？ ................................................................................................... 17 
Q13 公開買付が成立した場合、売却代金はいつから受取れますか？ ............................................................. 17 
Q14 手取金額はいくらになりますか？ ............................................................................................................. 17 
Q15 今回の公開買付には必ず応募しなければいけませんか？ ...................................................................... 17 
Q16 保有する株式の一部だけ、公開買付に応募することは可能ですか？ ....................................................... 17 
【NTT ドコモ株式について】 ............................................................................................................................... 18 
Q17 公開買付実施後、NTT ドコモ株式の上場は維持されますか？ ................................................................. 18 
Q18 公開買付に応募しない場合、NTT ドコモの普通株式はどうなるのですか？ .............................................. 18 
【本 ADR について】 ......................................................................................................................................... 19 
Q19 本 ADR はどのように取扱われますか？ ................................................................................................. 19 
Q20 本 ADR は応募できないということでしょうか？ ........................................................................................ 19 
Q21 本 ADR が表章している普通株式の交付を受けるには、どのような手続きが必要ですか？ ...................... 19 
Q22 本 ADR の買付価格は？ ....................................................................................................................... 19 
Q23 公開買付に応募しない場合、本 ADR はどうなるのですか？ ................................................................... 19 
【本公開買付の応募手続きに係る事項】 ........................................................................................................... 20 
Q24 本公開買付に応募するには、どのような手続きが必要ですか？ ............................................................... 20 
Q25 具体的な応募手続き方法について教えてください。 .................................................................................. 20 
【口座開設に係る事項】 .................................................................................................................................... 21 
Q26 口座開設の方法について教えてください。 ............................................................................................... 21 
Q27 公開買付専用口座とは何ですか？.......................................................................................................... 21 
Q28 郵送の場合、口座開設はすぐできますか？ ............................................................................................. 21 
Q29 来店、口座開設アプリ、WEB の場合、口座開設はすぐできますか？ ....................................................... 21 
Q30 口座開設アプリ、WEB において、口座開設申込を途中でやめてしまった。途中からできますか？ ............ 21 
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Q31 ホームページを見るとテラスコースとダイレクトコースがある。テラスはチャットなどサービスが豊富にあるようだ

が、別途料金はかかりますか？ ................................................................................................................. 21 
Q32 現在単身赴任中です。口座開設の書類を単身赴任先の住所に送ってもらえますか？ .............................. 22 
Q33 WEB（口座開設アプリ）で入力したが、来店で口座開設したい。WEB（口座開設アプリ）口座開設キャンセルは

可能でしょうか？ ....................................................................................................................................... 22 
Q34 マイナンバーカードのカメラ撮影がうまくいきません。撮影の際のコツはあるでしょうか？ .......................... 22 
Q35 口座開設アプリの申し込みを途中でやめて、郵送や店頭などの別の方法で口座開設を行うことはできますか？

 ................................................................................................................................................................. 22 
Q36 口座開設アプリ申込手続の完了後、入力情報を確認できますか？ .......................................................... 22 
Q37 口座開設アプリをダウンロード後、自分の口座開設の申し込みは終了しました。同じスマートフォンで家族の口

座開設の申し込みはできますか？ ............................................................................................................. 22 
Q38 口座開設アプリからの口座開設時に特定口座の申し込みをしなかった。申し込みをしたいが、どうすればよいで

しょうか？ .................................................................................................................................................. 23 
Q39 口座開設アプリの入力したデータなどに不備があった場合、電話で連絡がくるのでしょうか？ ................... 23 
Q40 口座開設アプリで申込を完了した際にメールで通知はありますか？ ......................................................... 23 
Q41 口座開設アプリの申込受付完了後は、スマートフォンからアプリをアンインストール（削除）してよいでしょうか？

 ................................................................................................................................................................. 23 
Q42 マイナンバーの通知カードは引っ越す前の住所が書いてあるが、使えますか？ ....................................... 23 
Q43 マイナンバーカードや運転免許証を縮小コピーしてしまったが、使えますか？ ........................................... 23 
Q44 ＷＥＢから口座開設の申し込みをして、書類を送ってもらったがなくしてしまった。もう一度送ってもらえますか？

 ................................................................................................................................................................. 23 
Q45 名前の漢字が旧漢字を使っていて、WEB から登録する際に出てこないが、どうすればよいでしょうか？ ... 23 
Q46 入力情報に世帯主がなぜ必要なのでしょうか？ ....................................................................................... 23 
Q47 振込先金融機関をゆうちょ銀行で登録したいが、可能でしょうか？ ........................................................... 24 
Q48 「お取引の種類」として、「株式現金取引」を選べませんが、どうしたらよいでしょうか？ .............................. 24 
Q49 職業パートだが、職業欄は何を選択したらよいでしょうか？ ...................................................................... 24 
【その他】 .......................................................................................................................................................... 25 
Q50 他の金融機関（証券会社等）に NTT ドコモ株式を預けているが、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に振替える

には、どうすればよいですか？ .................................................................................................................. 25 
Q51 加入者口座コードとは何ですか？ ........................................................................................................... 25 
Q52 特別口座に NTT ドコモ株式を記録しているが、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に振替えるには、どうすれば

よいですか？ ............................................................................................................................................ 25 
Q53 公開買付応募申込書および公開買付説明書は、どこに請求すればよいですか？ .................................... 25 
Q54 他証券会社の特定口座に記録されている株式は、どのように応募すればよいですか？ ........................... 26 
Q55 株式累積投資で保有している銘柄の場合、公開買付に応募することはできますか？ ................................ 26 
Q56 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を預けていない場合、応募はいつまでにすればよいですか？ ... 26 
Q57 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を預けている場合、応募はいつまでにすればよいですか？ ...... 26 
Q58 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のＮＩＳＡ口座に株式を預けている場合、ＮＩＳＡ口座での申込みができますか？

 ................................................................................................................................................................. 26 
Q59 他の金融機関（証券会社等）から、申込みができますか？ ....................................................................... 26 
Q60 NTTドコモの役職員・主要株主等の会社関係者が公開買付に応募することはできますか？また、その場合に注

意することはありますか？ ......................................................................................................................... 26 
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Q61 今回の公開買付には単元未満株式でも申込みできますか？ ................................................................... 27 
Q62 応募申込みを取消したいと思いますがどうすればよいですか？ ............................................................... 27 
Q63 公開買付期間を過ぎても申込みはできますか？ ...................................................................................... 27 
Q64 決済完了後、売却代金を、銀行口座へ自動的に振込むことは可能ですか？別途手続きまたは費用が必要です

か？ .......................................................................................................................................................... 27 
Q65 公開買付に応募する際に、他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）から三

菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を振替える際に費用はかかりますか？ .......................................... 28 
Q66 公開買付が不成立の場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から当初預けていた金融機関（証券会社等）へ

口座振替する際の手数料はかかりますか？ .............................................................................................. 28 
Q67 公開買付によって株式が買付られた場合、手数料はかかりますか？ ....................................................... 28 
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Q69 公開買付に関する株主宛の案内は、いつ現在の株主に送付しているのですか？ .................................... 28 
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【公開買付の制度、仕組み】 
 

Q1 株式の「公開買付」とは何ですか？ 
A： 
通常の上場株式は、証券会社を通して東京証券取引所等（市場）で売買されます。これに対して、上場会社の支

配権に影響を与えるような株式の売買を東京証券取引所等（市場）の外で行う場合には、金融商品取引法上、公

開買付制度に基づいて行う必要があります。具体的には、株主等の投資者に一定の情報開示を行った上、一定

の期間を定めて、原則として均一の条件で買付を行う必要があり、これを「公開買付」といいます。 
 

Q2 株式の公開買付には友好的なものと敵対的なものがあると言われていますが、どのように区別されるのです

か？ 
A： 
一般的には、対象者の取締役会等が公開買付に賛同しているものは友好的、そうでないものは敵対的に区別さ

れます。なお、本公開買付については、NTT ドコモ（＝対象者）の取締役会の賛同を受けています。 
 

Q3 公開買付期間中でも市場で売買はできますか？ 
A： 
通常どおりのお手続きで、売買できます（ただし、公開買付者の特別関係者等による買付は除きます）。 

 

Q4 市場で売却する場合でも、公開買付価格で売れますか？ 
A： 
いいえ、市場で売却する場合は、市場価格となります。 

 
Q5 公開買付に応募した後に、市場で売却できますか？ 

A： 
公開買付の対象株式を公開買付への応募申込後に市場で売却するには公開買付期間の最終日までに所定の

方法にて応募の取消しの手続をしていただく必要がございます。 
取消しは公開買付に係る契約を解除する旨の書面（公開買付応募申込解除届）にご記入、ご捺印※の上で、ご提

出ください。 
※個人のお客さまは捺印不要です。 法人のお客さまのみご捺印ください。 

 

Q6 公開買付期間中に、市場から公開買付の対象の株式を購入し、公開買付でその株式を応募できますか？ 
A： 
できます。 
ただし、市場から買った株式の受渡しが公開買付期間内に完了し、かつ公開買付への応募手続きが完了しなけ

れば応募はできませんのでご注意ください。 
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【本公開買付の内容等】 
 

Q7 本公開買付の公開買付期間、公開買付価格、決済日は？ 
A： 
本公開買付の公開買付期間、公開買付価格、決済日は以下のとおりです。 
公開買付期間 2020 年９月 30 日（水）～11 月 16 日（月） 
公開買付価格 普通株式 1 株につき金 3,900 円 
決済日 2020 年 11 月 24 日（火） 
詳細につきましては、公開買付説明書をご確認ください。 

 

Q8 応募されたすべての株式が買付られますか？ 
A： 
本公開買付においては、14,686,300 株を買付予定数の下限として設定しており、応募株券等の総数が買付予定

数の下限（14,686,300 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付等を行いますが、当該応募株券等の総数

が買付予定数の下限（14,686,300 株）に満たない場合には応募株券等の全部の買付等を行いません。 
 

Q9 公開買付価格および公開買付期間は変更されることはありますか？ 
A： 
法令上は、公開買付価格の引上げや公開買付期間の延長を行うことは認められています。しかし、公開買付開

始公告に記載された公開買付価格の引下げ、公開買付期間の短縮および公開買付の撤回を行うことは、極めて

限られた場合※を除き法令で禁止されています。公開買付価格や公開買付期間の変更等が行われる場合には、

NTT（＝公開買付者）が公告を行います。また、すでにお申込済みのお客さまについては三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券より通知いたします。 
※ 公開買付価格の引下げや公開買付の撤回については、公開買付開始公告および公開買付届出書において株式

分割等が行われたとき等、法令の規定により定められた場合に行うことがある旨の条件が付されている場合のみ、

認められています。 

 

Q10 「公開買付応募申込書」を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に提出した後に公開買付価格や公開買付期間

が変更された場合、あらためて「公開買付応募申込書」を提出する必要がありますか？ 
A： 
あらためて「公開買付応募申込書」をご提出いただく必要はありません。 
すでに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券にご提出された「公開買付応募申込書」をもって公開買付価格や公開

買付期間の変更にご同意いただいたものとしてお取扱いさせていただきます。 
したがって、公開買付価格や公開買付期間の変更にご同意いただけない場合、公開買付の応募申込みを取消し

ていただく必要があります。お手続きにつきましては Q62 をご覧ください。 
 

Q11 買付価格はどのように決定されたのですか？ 
A： 
公開買付説明書の「算定の基礎」および「算定の経緯」の欄に記載されていますので、詳細は公開買付説明書を

ご確認ください。 
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Q12 公開買付の結果はいつ分かりますか？ 
A： 
NTT が公開買付期間終了日の翌日である 2020 年 11 月 17 日（火）に公表を行います。 
なお、公開買付に応募された株主の方につきましては、公開買付期間終了日の翌々営業日に三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券から郵送で「公開買付による買付等の通知書」を送付いたします。 
 
Q13 公開買付が成立した場合、売却代金はいつから受取れますか？ 

A： 
公開買付説明書に記載されている「決済の開始日（2020 年 11 月 24 日（火））」以降にお受取りいただけます。 

 

Q14 手取金額はいくらになりますか？  
A： 
売却が成立した株式数に公開買付価格を乗じた金額が手取金額となります。ただし、特定口座（源泉徴収あり）

の場合は、譲渡益の 20.315％（所得税および復興特別所得税 15.315％・住民税 5％）が源泉徴収され、他の取

引があれば、税額が調整される可能性があります。 
 

Q15 今回の公開買付には必ず応募しなければいけませんか？ 
A： 
応募は必須ではなく、応募するか否かは公開買付説明書等の内容をご検討の上、お客さまご自身でご判断くださ

い。なお NTT ドコモ株式は公開買付期間中でも市場で売却すること（その場合は市場価格での売却となります）

が可能です。 
 

Q16 保有する株式の一部だけ、公開買付に応募することは可能ですか？ 
A： 
お客さまが保有されている株式の一部だけ、公開買付に応募することも可能です。 
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【NTT ドコモ株式について】 
 

Q17 公開買付実施後、NTT ドコモ株式の上場は維持されますか？ 
A： 
本公開買付においては買付予定数の上限を設けていないため、本公開買付の結果次第では、NTT ド

コモ普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能

性があります。 
また、本公開買付の結果、当該基準に該当しない場合でも、NTT は、本公開買付の成立後に、NTT ド

コモの発行済普通株式のすべてをNTTが取得する取引（詳細はQ18ご参照）を行うことを予定しておりますの

で、その場合にも NTT ドコモの普通株式は上場廃止となります。NTT ドコモの普通株式の上場廃止後

は、NTT ドコモの普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなります。 
詳細につきましては、公開買付説明書をご確認ください。 

 

Q18 公開買付に応募しない場合、NTT ドコモの普通株式はどうなるのですか？  
A： 
本公開買付によりNTTがNTTドコモの発行済普通株式のすべてを取得できなかった場合には、NTTは、本公開

買付の成立後、NTT ドコモの株主を NTT のみとする取引を実施することを予定しています。 
具体的には、本公開買付の成立により NTT が保有する NTT ドコモの議決権割合が 90％以上となった

場合には、NTT は、NTT ドコモの株主の全員に対し、その保有する NTT ドコモ株式の全部を売り渡すこ

とを請求する予定です。 
NTT がその旨を NTT ドコモに通知し、NTT ドコモが取締役会の決議により承認した場合は、NTT は NTT
ドコモの株主の個別の承諾を要することなく NTT ドコモの株主の全員が保有する NTT ドコモ株式の全部

を取得します。NTTは NTT ドコモ株式の対価として、公開買付価格と同額の金銭を NTT ドコモの株主に

対して交付する予定です。 
他方で、本公開買付の成立後、NTT が保有する NTT ドコモの議決権割合が 90％未満である場合には、

NTT は、NTT ドコモ株式の併合を行うこと（以下、「株式併合」といいます）を付議議案に含む臨時株主

総会の開催を NTT ドコモに要請する予定です。 
臨時株主総会で株式併合の議案が承認された場合には、NTT ドコモの株主は株式併合の割合に応じ

た数の NTTドコモ株式を保有することになります。株式併合により株式の数に 1 株に満たない端数が生

じるときは、金銭が交付されることになります。NTT ドコモの株主に交付される金銭の額は、公開買付価

格に当該株主が保有していた NTTドコモ株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。

また本公開買付に応募されなかった NTT ドコモの株主の保有する NTT ドコモ株式の数は 1 株に満たな

い端数となる予定です。 
詳細につきましては、公開買付説明書をご確認ください。 
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【本 ADR について】 
 

Q19 本 ADR はどのように取扱われますか？  
A： 

本公開買付においては本 ADR も対象としておりますが、本 ADR 自体の応募の受付けは行われませ

ん。 
 

Q20 本 ADR は応募できないということでしょうか？  
A： 

本 ADR 自体の応募の受付けは行われませんが、本 ADR が表章している NTT ドコモ普通株式の応募

の受付けを行いますので、事前に、本 ADR をバンクオブニューヨークメロン銀行に引き渡し、NTT ドコモ

普通株式の交付を受けることで、本公開買付に応募することができます。 
 

Q21 本 ADR が表章している普通株式の交付を受けるには、どのような手続きが必要ですか？  
A： 

本 ADR が表章している普通株式の交付を受けるための手続については、本 ADR に関するバンクオブ

ニューヨークメロン銀行との契約に従って、同銀行のコーポレート・トラスト・オフィスに本 ADR を提出し、

同銀行が定める手数料及び税金等を支払うことにより、NTT ドコモ普通株式の交付を受けることが可

能です。詳細は、バンクオブニューヨークメロン銀行にお問い合わせ頂くようお願いします。 
 

Q22 本 ADR の買付価格は？  
A： 

本 ADR については、１個につき NTT ドコモ普通株式１株の所有権を表章するものであることに鑑み、１

個につき対象者株式１株当たりの公開買付価格と同額である 3,900 円を設定しております。 
 

Q23 公開買付に応募しない場合、本 ADR はどうなるのですか？ 
A： 

本 ADR に表章され、バンクオブニューヨークメロン銀行が保有する NTT ドコモ普通株式も、Q18 に記

載の通り株式売渡請求または株式併合の対象となりますので、本 ADR 保有者は、同銀行より、同銀

行が交付を受けた金銭を米ドルに換算した金額から同銀行が定める手数料及び税金等を控除した金

額の金銭が交付される予定です。実際に交付を受ける金銭についてはバンクオブニューヨークメロン銀

行にお問い合わせ頂くようお願いします。 
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【本公開買付の応募手続きに係る事項】 
 

Q24 本公開買付に応募するには、どのような手続きが必要ですか？  
A： 

本公開買付の応募手続きにあたっては、公開買付期間終了日までに、「公開買付応募申込書」をご

提出いただくとともに、NTT ドコモ株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座にお預けいただく必

要があります。 
株式を他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）の口座を通じてお預けの場

合には口座振替手続きが必要です。 
なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に口座をお持ちでない場合は事前に口座開設手続きいただく

とともに、口座振替手続きいただくことが必要です。 
口座開設や口座振替は時期により相当な日数がかかる場合もございますので、公開買付へ応募され

る場合はお早めにお手続きくださいますようお願いします。 
 
※  「公開買付応募申込書」にご記入いただいたお申込数量の株式が、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお取

引口座にお預かりがない場合、お申込みは無効となります。他の金融機関（証券会社等）にお預けになっている場

合、事前に「公開買付応募申込書」をご提出いただいても、口座振替手続きが間に合わないなどの理由で公開買付

期間終了日までに株式のお預け（振替）を確認できない場合は、お申込みは無効となりますのでご注意ください。 

 
Q25 具体的な応募手続き方法について教えてください。 

A： 
本公開買付の応募にあたっては、公開買付期間終了日までに「公開買付応募申込書」をご提出いただくとともに、

NTT ドコモ株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座にお預けいただく必要があります。 
応募手続きに関しては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座の開設状況と NTT ドコモ株式のお預かり状況

（記録状況）により、お手続き方法が異なります。 
P5の「公開買付応募手続きパターン表」にて、お客さまが該当されるケースをご確認のうえ、P6の「公開買付応

募申込みの具体的な手続きについて」にそってお手続きしてください。 
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【口座開設に係る事項】 
 

Q26 口座開設の方法について教えてください。 
A： 
公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお近くの三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の各支店までご

連絡ください。三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券ホームページからも口座開設の申込みができます。 
口座開設には、マイナンバー制度にもとづく個人番号（法人の場合は、法人番号）のご申告とともに、ご印鑑※、本

人確認書類が必要となります。また、公開買付のご売却代金をお受取りになるための金融機関を事前に三菱ＵＦ

Ｊモルガン･スタンレー証券へご登録いただきます（金融機関名・口座番号）。 
  ※個人のお客さまは、ご印鑑は不要です。法人のお客さまのみご用意ください。 

 

Q27 公開買付専用口座とは何ですか？ 
A： 
本公開買付に応募するお取引のみにご利用いただける口座です。お取引終了後、口座は解約されます。 
詳しくは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお近くの三菱Ｕ

ＦＪモルガン・スタンレー証券の各支店にお問合せください。 
 

Q28 郵送の場合、口座開設はすぐできますか？ 
A： 
郵送での口座開設手続きを申請される場合には、まず三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の公開買付お問合せ

ダイヤル（0120-99-4269）にご連絡していただき、その後、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から口座開設関連

必要書類をお客さま宛に郵送いたします。お客さまにて必要事項を記載の上でご返送いただき、書類に不備等が

なければ、最短で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に到着した当日に開設が可能です。 
 
Q29 来店、口座開設アプリ、WEB の場合、口座開設はすぐできますか？ 

A： 
・ご来店時に申し込みの場合、当日または翌営業日 
・口座開設アプリ申し込みの場合、最短 3 日 
・WEB 申し込みの場合、最短 5 日 
口座開設アプリ申し込み、WEB 申し込みの場合のお取引はオンラインパスワードやテレフォンパスワードを受け

取ってからになります。 
 

Q30 口座開設アプリ、WEB において、口座開設申込を途中でやめてしまった。途中からできますか？ 
A： 
・WEB の場合、途中から再開できないため、最初からお願いします。 
・口座開設アプリの場合、お手続き中に口座開設アプリが途中終了（停止等）しても、前の STEP で入力・撮影い

ただいた内容は消えずに保存されています。口座開設アプリを起動したら、入力途中から再開できますので再度

お試しください。 
 

Q31 ホームページを見るとテラスコースとダイレクトコースがある。テラスはチャットなどサービスが豊富にあるよう

だが、別途料金はかかりますか？ 
A： 
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テラスコースをご選択いただいた場合でも、ほかのコースに比べて費用が掛かるということはございませんのでご

安心ください。 
Q32 現在単身赴任中です。口座開設の書類を単身赴任先の住所に送ってもらえますか？ 

A： 
口座開設書類は、ご提出いただくご本人様確認書類に記載されている住所にお送りいたします。 

 
Q33 WEB（口座開設アプリ）で入力したが、来店で口座開設したい。WEB（口座開設アプリ）口座開設キャンセル

は可能でしょうか？ 
A： 
キャンセルが間に合えば店舗で口座開設いただけます。 
間に合わない場合であっても、口座開設後に本支店に口座を移管することができます。 
キャンセルが間に合うかどうかは口座開設ダイヤル（0120-99-6314）にお問合せください。 

 

Q34 マイナンバーカードのカメラ撮影がうまくいきません。撮影の際のコツはあるでしょうか？ 
A： 
マイナンバーカードの「原本」をご準備のうえ（コピー不可）、次の 8 点をご留意のうえ撮影ください。 
・黒色などの暗色系の背景で撮影する 
・明るい場所で撮影する  
・カメラのフラッシュは OFF にし、光が反射しないように撮影する 
・ガイドから外れていない、または遠すぎないこと 
・濃い影が映りこまないようにする 
・500 万画素以上のカメラでピントが合うように撮影する 
・カメラを水平にして撮影する 
・一回撮影ボタンを押しその後再撮影するとピントが合いやすい 

 

Q35 口座開設アプリの申し込みを途中でやめて、郵送や店頭などの別の方法で口座開設を行うことはできます

か？ 
A： 
お申し込み受付完了前であれば、郵送や店頭などの別の方法で口座開設いただくことは可能です。 

 
Q36 口座開設アプリ申込手続の完了後、入力情報を確認できますか？ 

A： 
入力情報の確認はできません。入力情報を確認したい場合は、当社にご連絡ください。 

 

Q37 口座開設アプリをダウンロード後、自分の口座開設の申し込みは終了しました。同じスマートフォンで家族の

口座開設の申し込みはできますか？ 
A： 
1 つのスマートフォンから、ご家族で複数の口座開設のお申し込みをすることは可能です。ただし、口座毎に異な

るメールアドレスをご登録ください。 
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Q38 口座開設アプリからの口座開設時に特定口座の申し込みをしなかった。申し込みをしたいが、どうすればよい

でしょうか？ 
A： 
口座開設後に取引店へお申し出ください。 

 

Q39 口座開設アプリの入力したデータなどに不備があった場合、電話で連絡がくるのでしょうか？ 
A： 
データの不備については、書面にてお知らせいたします。 

 

Q40 口座開設アプリで申込を完了した際にメールで通知はありますか？ 
A： 
口座開設アプリのお申込受付完了と同時にメールは送付されませんが、当社での口座開設手続き完了後に、メ

ールにてご通知いたします。 
 

Q41 口座開設アプリの申込受付完了後は、スマートフォンからアプリをアンインストール（削除）してよいでしょう

か？ 
A： 
口座開設アプリの申込受付完了後は、スマートフォンからアンインストール（削除）いただいても問題ありません。 

 

Q42 マイナンバーの通知カードは引っ越す前の住所が書いてあるが、使えますか？ 
A： 
現在の住所が書かれていない通知カードは、本人確認書類としてご使用いただくことはできません（市区町村に

より訂正されている場合は使用可）。 
 
Q43 マイナンバーカードや運転免許証を縮小コピーしてしまったが、使えますか？ 

A： 
縮小しても文字が読めれば問題ありません（小さすぎて文字が読めない場合はご使用いただけず、不備となりま

す）。 
 

Q44 ＷＥＢから口座開設の申し込みをして、書類を送ってもらったがなくしてしまった。もう一度送ってもらえます

か？ 
A： 
ご面倒をお掛けしますが、再度 WEB からのお申し込みをお願いいたします。 

 

Q45 名前の漢字が旧漢字を使っていて、WEB から登録する際に出てこないが、どうすればよいでしょうか？ 
A： 
ご本人様確認書類に記載のお名前と、弊社にご登録いただくお名前の漢字が相違する場合は、本人限定郵便を

受け取れない可能性がございます。ご来店のうえ、口座開設をお願いいたします。 
 

Q46 入力情報に世帯主がなぜ必要なのでしょうか？ 
A： 
世帯主の職業を聞くのは内部者取引（インサイダー取引）の防止のためです。世帯主が上場会社の役員、従業員
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の場合に自社株の取引時に売買の理由を確認することになっています。家族名義で自社株式の注文を出すこと

もあるからです。ご家族の方が自社株を誤って売買、知らずに売買してしまい、内部者取引に抵触することがない

よう未然に防止するためです。 
 

Q47 振込先金融機関をゆうちょ銀行で登録したいが、可能でしょうか？ 
A： 
ゆうちょ銀行の通帳にある記号と番号を登録してください。 

 

Q48 「お取引の種類」として、「株式現金取引」を選べませんが、どうしたらよいでしょうか？ 
A： 
「投資方針」で「元本安定重視型」を選択している場合、「株式現金取引」を選択できません。 
「元本安定・値上がり益のバランス型」か「値上がり益指向重視型」をお選びください。 

 

Q49 職業パートだが、職業欄は何を選択したらよいでしょうか？ 
A： 
「自由業（派遣社員・アルバイトを含む）」をご選択ください。 
総合取引申込書の勤務先情報の役職名欄に「パート」と入力してください。 
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【その他】 
 

Q50 他の金融機関（証券会社等）に NTT ドコモ株式を預けているが、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に振替え

るには、どうすればよいですか？ 
A： 
口座振替手続きは NTT ドコモ株式をお預けになっている金融機関（証券会社等）で行います。 
口座振替手続きに際しては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に開設されているお客さまの加入者口座コード

（21 桁）が必要となります。 
加入者口座コード（21 桁）は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）
またはお取引店までお問合せください。口頭にてお伝えいたします。 
他の金融機関（証券会社等）からの口座振替手続きの完了には、通常4～5営業日程度要しますのでお早めにお

手続きください。 
なお、ＮＩＳＡ口座に NTT ドコモ株式をお預けされている場合には、当該株式をお預けの金融機関（証券会社等）

で特定口座または一般口座へ振替えたうえでお手続きいただく必要があります。 
 

Q51 加入者口座コードとは何ですか？ 
A： 
株券電子化に伴い、証券保管振替機構が株主情報等を管理するために各金融機関（証券会社等）のお客さまそ

れぞれに付与した 21 桁の番号です。金融機関（証券会社等）間で口座振替の手続きを行う際に、双方の加入者

口座コードの情報が必要となります。 
 

Q52 特別口座に NTT ドコモ株式を記録しているが、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に振替えるには、どうすれ

ばよいですか？  
A： 
口座振替手続きは以下のとおりお願いします。 
1）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券で行う場合 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の公開買付お問合せダイヤル（0120-99-4269）またはお取引店までご連絡くださ

い。 
特別口座からの口座振替手続きの完了までは、通常 6 営業日程度ですが、本公開買付にともない振替件数の増

加が見込まれますので、お早めにお手続きくださいますようお願いします。 
口座振替申請書のご印鑑は、三菱ＵＦＪ信託銀行のお届印をご使用ください。 
 

2）三菱ＵＦＪ信託銀行で行う場合 
三菱ＵＦＪ信託銀行のお問合せ先（0120-232-711）にご連絡ください。併せて、Q50 と同様に、加入者口座コード

を三菱ＵＦＪ信託銀行に伝えていただく必要があります。 
 
 

Q53 公開買付応募申込書および公開買付説明書は、どこに請求すればよいですか？ 
A： 
公開買付応募申込書および公開買付説明書のご請求は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の公開買付お問合

せダイヤル（0120-99-4269）またはお取引店までお問合せください。 
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公開買付応募申込書・公開買付説明書を同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、公開買付応募申

込書に必要事項を記入し、ご提出してください。 
公開買付応募申込書のご印鑑は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のお届印をご使用ください（法人のみ。個人

の方はご捺印不要です）。 
 

Q54 他証券会社の特定口座に記録されている株式は、どのように応募すればよいですか？ 
A： 
「公開買付応募申込書」を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券にご提出いただくとともに、他証券会社の特定口座

を通じてお預けされている場合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の特定口座への口座振替手続きが必要で

す。 
なお、あらかじめ三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に特定口座を開設いただく必要があります。 

 
Q55 株式累積投資で保有している銘柄の場合、公開買付に応募することはできますか？ 

A： 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を通じてお取引をしている場合は、応募することができません。また、他の金

融機関（証券会社等）でお取引されている場合は、お取引のある金融機関（証券会社等）までお問合せください。 
 

Q56 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を預けていない場合、応募はいつまでにすればよいですか？ 
A： 
公開買付期間終了日までに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に「公開買付応募申込書」をご提出

いただくとともに、当該申込書にご記入いただいたお申込数量分の NTT ドコモ株式を三菱ＵＦＪモルガン・ス

タンレー証券に開設された口座にお預けいただく必要があります。 
実際に口座振替に要する日数は、通常 4～6営業日程度ですが、当該株式をお預けの金融機関（証券会社等）ま

たは特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にご確認ください。 
 

Q57 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を預けている場合、応募はいつまでにすればよいですか？ 
A： 
公開買付期間終了日である 2020 年 11 月 16 日（月）の応募受付締切り時間（16 時）までに必要な応募手続きを

していただく必要がございます。 
ただし、応募受付締切り時間以前に店頭営業時間が終了する支店では、店頭営業時間の終了時間以降は原則、

応募を受付けることができません。ご利用になるお取引店の店頭営業時間等を事前にご確認のうえ、お早めにお

手続きください。 
 

Q58 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のＮＩＳＡ口座に株式を預けている場合、ＮＩＳＡ口座での申込みができますか？ 
A： 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のＮＩＳＡ口座に株式を預けている場合、ＮＩＳＡ口座での申込みは可能です。 

 

Q59 他の金融機関（証券会社等）から、申込みができますか？ 
A： 
本公開買付においては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券以外からのお申込みはできません。 

 

Q60 NTTドコモの役職員・主要株主等の会社関係者が公開買付に応募することはできますか？また、その場合に
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注意することはありますか？ 
A： 
インサイダー情報（未公表の重要事実）を保有されていない会社関係者であれば、公開買付に応募できます。 
ただし、本応募が自社株式に関する社内規程等に則していることをご確認ください。 
なお、インサイダー取引を防止するために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では「会社関係者」の応募に際し、

応募がインサイダー情報に基づく申込みではないことを確認するため、「委託注文書」に署名捺印の上で応募して

いただきます。自社に関する未公表の重要事実を知っている会社関係者が応募することは法令上、禁止されてい

ます。ご不明な点は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の各支店にお問合せください。 
 

Q61 今回の公開買付には単元未満株式でも申込みできますか？  
A： 
本公開買付においては、単元未満株式（＝売買単位である100株に満たない数量の株式）についても、買付の対

象となっております。 
なお、単元未満株式で応募する場合には、単元株式と同様、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の口座に振替え

ていただく（三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券以外の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行）に単元未満株式をお預けの場合）必要があります。 
単元未満株式の換金方法としては他に買取請求がありますが、買取請求により買付られる価格は公開買付価格

とは異なる可能性があることにご留意ください。単元未満株式の買取請求につきましては、お預け先の金融機関

（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）へお問合せください。 
 

Q62 応募申込みを取消したいと思いますがどうすればよいですか？ 
A： 
公開買付期間中であればいつでも応募申込みの取消しはできます。お早めにお申込みのお取引店にご連絡いた

だき、所定の手続きをお取りください。期限を過ぎますと、取消しができなくなりますのでご注意ください。 
公開買付期間中に応募申込みの取消しをするには、お客さまの応募受付時に交付しました｢公開買付応募申込

受付票｣を提出していただくとともに、新たに「公開買付応募申込解除届｣に必要事項を記載の上で提出していた

だくことになります。 
 

Q63 公開買付期間を過ぎても申込みはできますか？ 

A：  

公開買付期間を過ぎての本公開買付へのお申込みはできません。 
公開買付は金融商品取引法で定められた方法に基づいて行われる行為で、「公開買付届出書」により、公開買付

期間、公開買付価格、買付予定数等を関東財務局長宛に届け出ています。したがって、届け出た方法以外での

買付を行うことができず、公開買付期間を過ぎてのお申込みは受付けられません。応募いただくお客さまには「公

開買付説明書」をお渡しすることになっております。公開買付説明書に公開買付期間、公開買付価格、買付予定

数およびお申込みの方法等が明記されていますのでご確認ください。なお、公開買付説明書については、その訂

正事項分（または訂正された公開買付説明書）が発行される場合があります。その場合、訂正事項分（または訂

正された公開買付説明書）もお渡しいたしますので、あわせてご確認ください。 
 
Q64 決済完了後、売却代金を、銀行口座へ自動的に振込むことは可能ですか？別途手続きまたは費用が必要で

すか？ 
A： 
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銀行または郵便局の口座へのお振込みには、お客さまからのご指示が必要です※。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ

ー証券へお届けの金融機関の口座へお振込みします。なお、売却代金を振込みで受取る際の送金手数料はか

かりません。 
※ 公開買付専用口座で応募申込みをされるお客さまについては、ご指示は不要です。 

 

Q65 公開買付に応募する際に、他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）から

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に株式を振替える際に費用はかかりますか？ 
A： 
手数料がかかる場合もございますので、株式をお預けになっている金融機関（証券会社等）または特別口座管理

機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合せください。また、他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関

（三菱ＵＦＪ信託銀行）で必要となった振替手数料については、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券および公開買

付者（NTT）で負担することはできません。 
 

Q66 公開買付が不成立の場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から当初預けていた金融機関（証券会社等）

へ口座振替する際の手数料はかかりますか？ 
A： 
公開買付が不成立の場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から当初お預けの金融機関（証券会社等）へ口座

振替をする際の手数料はかかりません。 
 

Q67 公開買付によって株式が買付られた場合、手数料はかかりますか？ 
A： 
公開買付の応募に関する手数料はかかりません。 
ただし、公開買付の応募にあたって、他の金融機関（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀

行）から株式の振替えを行う場合、手数料が必要となる場合がございます。詳しくは、株式をお預けの金融機関

（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合せください。 
 

Q68 公開買付によって株式が買付られた場合、税金はかかりますか？ 
A： 
居住者である個人株主が公開買付に応募した場合、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用

されます。なお、税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきま

すようお願いします。 
 

Q69 公開買付に関する株主宛の案内は、いつ現在の株主に送付しているのですか？ 
A： 
2020 年 3 月 31 日現在の株主の皆さまにお送りしています。 

以 上 
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（3） 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券支店一覧 

  
MUFG 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
店舗名 郵便番号 住所 代表電話 

北海道・東北   札幌支店 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 3-1 011(261)7131 

  ○ 仙台支店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-1 022(225)6911 

東京都内   本店営業部 100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビルヂング  03(6213)2727 

 
○ 秋葉原支店 101-0021 東京都千代田区外神田 3-16-8 03(3254)3300 

    新宿支店 160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 03(3351)0550 

    恵比寿支店 150-6016 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 03(5449)5001 

    玉川支店 158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1 03(3708)7251 

    池袋支店 170-0013 東京都豊島区東池袋 1-17-8 03(3983)3661 

    立川支店 190-0012 東京都立川市曙町 2-37-7 042(524)9111 

    吉祥寺支店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-6-1 0422(72)1881 

    町田支店 194-0022 東京都町田市森野 1-13-14 042(722)2701 

  
ダイレクト営業部 112-8688 東京都文京区目白台 3-29-20 目白台ビル 

（店舗はございません） 
0120(0909)77 

  

MUFG テラス 100-8127 東京都千代田区大手町 1-9-2 

大手町フィナンシャルシティグランキューブ 

（店舗はございません） 

0120(29)3234 

関東 ○ 水戸支店 310-0026 茨城県水戸市泉町 3-1-28 029(224)4611 

  ○ 宇都宮支店 320-0811 栃木県宇都宮市大通り 1-2-11 028(621)1301 

  ○ 前橋支店 371-0024 群馬県前橋市表町 2-2-6 027(224)1771 

    大宮支店 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-109-1 048(642)5931 

  ○ 市川支店 272-0034 千葉県市川市市川 1-23-6 047(321)1711 

  ○ 柏支店 277-0842 千葉県柏市末広町 7-3 04(7146)6211 

    千葉支店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町 1-19 043(246)5931 

    横浜西口支店 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-11 045(311)1661 

    湘南支店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢 4-3 0466(24)5111 

    小田原支店 250-0012 神奈川県小田原市本町 2-1-35 0465(22)6161 

  ○ 川崎支店 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 2-4-13 044(233)9391 

名古屋市内 ○ 名古屋支店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-20-15 052(232)2820 

    名古屋駅前支店 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-20 052(582)9511 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
MUFG 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
店舗名 郵便番号 住所 代表電話 

中部・北陸 ○ 新潟支店 951-8063 新潟新潟県新潟市中央区古町通七番町 1010 025(226)1319 

  ○ 金沢支店 920-0961 石川県金沢市香林坊 2-3-25 076(261)8191 

  ○ 長野支店 380-0823 長野県長野市南千歳 1-19-4 026(224)5931 

    岐阜支店 500-8833 岐阜県岐阜市神田町 7-7-6 058(264)9111 

    浜松支店 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町 140-4 053(454)6351 

    沼津支店 410-0801 静岡県沼津市大手町 3-8-25 055(951)8001 

    静岡支店 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町 5-9 054(253)9141 

    豊橋支店 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通 1-27 0532(55)6111 

    刈谷支店 448-0027 愛知県刈谷市相生町 1-1-1 0566(21)4800 

    津支店 514-0028 三重県津市東丸之内 22-14 059(223)1911 

大阪市内 ○ 大阪支店 541-0041 大阪府大阪市中央区伏見町 3-5-6 06(6208)2401 

  ○ 梅田支店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-8-17 06(6342)5931 

    難波支店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波 2-2-3 06(6213)1400 

  
大阪ダイレクト 

営業室 
541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町 3-5-6 （大阪支店内） － 

近畿 ○ 京都支店 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 10 075(211)8371 

    堺東支店 590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町 2-4-13 072(221)7131 

  ○ 神戸支店 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町 48 078(331)0181 

    姫路支店 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町 140 079(222)7371 

    奈良支店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町 2-1-56 0742(36)5931 

  ○ 和歌山支店 640-8152 和歌山県和歌山市十番丁 19 073(422)5931 

中国・四国 ○ 岡山支店 700-0827 岡山県岡山市北区平和町 1-1 086(224)5571 

    広島支店 730-0011 広島県広島市中区基町 13-9 082(228)5801 

  ○ 高松支店 760-0051 香川県高松市南新町 1-1 087(839)1010 

    松山支店 790-0001 愛媛県松山市一番町 4-1-1 089(931)2141 

九州・沖縄 ○ 北九州支店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町 3-7-1 093(522)5931 

    福岡支店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 092(482)5600 

    熊本支店 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町 7-16 096(355)4561 

    那覇支店 900-0015 沖縄県那覇市久茂地 2-14-3 098(867)5200 

 
商号等：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社  金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第 2336 号  

加入協会：日本証券業協会･一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社

団法人第二種金融商品取引業協会  
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