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１ 【提出理由】 

 

当社は、平成14年5月8日、証券取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及

び第2項第6号の2の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（以下「地域ドコモ」と総称します。）との間の株式交換に関する臨時

報告書を提出いたしましたが、平成14年8月20日、当社と各地域ドコモとの間で株式交換契約書をそれぞれ締結し

ましたので、証券取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、変更部分は下線で記したとおりです。 

 

２ 【訂正事項】 

 

（訂 正 前） 

 

 (3) 株式交換の方法及び株式交換契約の内容 

② 株式交換契約の内容 

当社と各地域ドコモとの間で、株式交換契約はまだ締結しておりませんが、平成14年5月8日に締結した株

式交換覚書の内容は以下のとおりであります。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式16.51株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式38,324株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2  前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると



きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式37.02株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式28,676株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2  前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 



第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式27.80株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式54,248.84株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

 



第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式19.44株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式21,693株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の



株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対



し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式33.53株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式66,487株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 



第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式26.71株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式31,863株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了

解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 



甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式19.12株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式28,408株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州との間の株式交換覚書の内容） 

 

株式交換覚書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（以下

「乙」という。）は、甲乙間で行う株式交換（以下「本株式交換」という。）に関する基本事項につき相互の了



解に達したので本覚書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により本株式交換を行う。 

 

第2条（株式交換比率） 

甲は本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式47.72株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式35,777株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

2   前項における株式交換比率は、本覚書締結後、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態の変動又は甲の

株価の変動等の株式交換比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、甲乙間で協議の上、

変更することができる。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換の日を

変更することができる。 

 

第4条（株式交換契約） 

本株式交換契約は、平成14年8月下旬を目途として甲乙合意の上これを締結する。ただし、必要があると

きは甲乙協議のうえ本株式交換契約締結の予定を変更することができる。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月中旬を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を

招集し、乙の株主に対し別途甲乙間で締結する本株式交換契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認

に関する決議を求める。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を

変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本株式交換契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議

により株式交換を行う。 

 

第6条（秘密の保持） 

甲及び乙は本株式交換交渉の事実、本覚書締結の事実及びその内容並びに本株式交換交渉又は本覚書に関

連して相手方から取得した秘密情報を秘密のまま保持するものとし、相手方の書面による同意なくして第三

者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲が、法令上又は証券取引所の規則上、情報の開示義務を負う

場合には、相手方と予め協議の上、対応するものとする。 

2  甲及び乙は、証券取引法上のインサイダー取引規制及びその内部者取引防止規程を遵守するものとし、法

令上許される場合を除き、甲の発行する有価証券を、売買しないものとし、またそれぞれ本株式交換関係者

及びその役員をして遵守させ、かつ売買させないものとする。 

 

第7条（協議事項） 

本覚書に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本覚書の趣旨に基づき甲乙協議

のうえこれを決定する。 

 

 

 

 

 



（訂 正 後） 

 

 (3) 株式交換の方法及び株式交換契約の内容 

② 株式交換契約の内容 

当社と各地域ドコモとの間で、平成14年8月20日に締結した株式交換契約の内容は以下のとおりであります。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式23,887.32株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式16.51株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式38,324.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 



第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式81,614.26株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式37.02株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式28,676.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及



び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式146,282.18株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式27.80株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式54,248.84株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招



集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式26,305.41株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式19.44株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式21,693.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ



とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

 



第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式294,584.49株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式33.53株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式66,487.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国（以下



「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式159,499.82株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式26.71株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式31,863.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 



（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式15,307.19株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式19.12株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式28,408.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき

時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

 



第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 

 

（当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州との間の株式交換契約の内容） 

 

株式交換契約書 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「甲」という。）と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（以下

「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」といい、本書を指す場合は「本契約書」とい

う。）を締結し、本契約書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。 

 

第1条（株式交換） 

甲及び乙は、甲が乙の完全親会社となり、乙が甲の完全子会社になるため、商法第352条ないし商法第363

条に定める方法により、本契約に定めるところに従い株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。 

 

第2条（自己株式の交付及び株式交換比率） 

甲は、本株式交換に際して新株の発行に代えて甲の所有する自己の普通株式112,959.86株を移転すること

とし、本株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主及び端株原簿に記載された端株主に対

し、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式47.72株の割合をもって割当交付する。ただし、甲の

所有する乙の普通株式35,777.00株については、甲の普通株式を割り当てないものとする。 

 

第3条（株式交換の日） 

本株式交換の日は平成14年11月1日とする。ただし、必要があるときは甲乙協議のうえこれを変更するこ

とができる。 

 

第4条（増加すべき資本金及び資本準備金） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない。 

 

第5条（株式交換契約承認総会） 

乙は、平成14年9月5日を開催日として臨時株主総会（以下「本株式交換契約書承認総会」という。）を招

集し、乙の株主に対し本契約書の承認及び本株式交換に必要な事項の承認に関する決議を求める。ただし、

必要があるときは、甲乙協議のうえ本株式交換契約書承認総会の開催予定を変更することができる。 

2  甲は、商法第358条1項の規定により、本契約書につき株主総会の承認を得ないで取締役会の決議により本

株式交換を行う。 

 

第6条（会社の財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後本株式交換の日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙

協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第7条（株式交換前に就任した役員等の任期） 

本株式交換の日の前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株式交換がない場合に在任すべき



時までとする。 

 

第8条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から本株式交換の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ株式交換条件を変更し、又は本契約を解

除することができる。 

 

第9条（本契約の効力） 

本契約は第5条に定める乙の本株式交換契約書承認総会の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第10条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に関して必要な事項については、本契約書の趣旨に基づき甲乙協議の

うえこれを決定する。 

 


