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2020年 5月 14日 

各 位 

会 社 名 KDDI株式会社 

代表者名 代表取締役社長 髙橋 誠 

 （コード番号：9433、東証第一部） 

問合せ先 理事 コーポレート統括本部 

総務本部長 田中 稔 

 （TEL．03－6678－0982） 

 

連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、2020年 5月 14日開催の取締役会において、関係当局の許認可を取得すること等を条件として、

2020年 10月 1日を効力発生日（予定）とする会社分割の方法により、UQコミュニケーションズ株式会社（以

下「UQコミュニケーションズ」）の営む UQ mobile事業（以下「本件事業」）を承継すること（以下「本会社

分割」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

本会社分割は、当社の総資産の増加または減少額が直前事業年度の末日における純資産額の 10％未満か

つ、売上高の増加または減少額が直前事業年度の売上高の３％未満であると見込まれるため、開示事項・内容

を一部省略して開示しております。 

 

 

１．本会社分割の目的 

 テクノロジーの進化やお客さまニーズの深化、事業者の新規参入など過去にないスピードと規模で変化する

通信市場環境において、KDDI グループは「通信とライフデザインの融合」を推進し、お客さまに新たな体験

価値の提案ならびに、企業価値のさらなる向上を目指していきます。 

KDDI は「お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に

貢献」というビジョンのもと、低価格で高品質なサービスにより 200 万件の契約者を有する「UQ mobile」を

統合し、グループ経営資源の集約による営業体制、サービス競争力の強化ならびに事業構造の効率化を図り、

市場環境やお客さまニーズに即した機動的なサービスの提供に取り組んでいきます。なお、KDDI における通

信サービスは「au」「UQ mobile」の 2ブランドで引き続き提供していきます。 

UQコミュニケーションズは、2009年の WiMAXサービス開始以降、培ってきた事業基盤を生かし、「モバイル

インターネットで社会と世界を豊かに」というビジョンのもと、今後もブロードバンド市場に新たな体験価値

を創出し続けます。 

当社と UQコミュニケーションズは、今後も 5Gをはじめとした先端技術、顧客基盤等を用いた事業シナジー

の検討を進めて参ります。 

 

 

２．当該組織再編の要旨 

（１）本会社分割の日程 

当社取締役会決議日    ：2020年 5月 14日 

UQコミュニケーションズ取締役会決議日  ：2020年 5月 14日 

分割契約締結日    ：2020年 7月 1日（予定） 

分割日（効力発生日）    ：2020年 10月 1日（予定） 

（注）本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易分割であ

り、分割会社である UQ コミュニケーションズにおいては会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易
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分割であるため、分割契約の承認に係る株主総会を開催しません。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社の連結子会社である UQ コミュニケーションズを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割と

します。 

 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

当社は、本会社分割の対価として UQ コミュニケーションズに、金銭 35,500 百万円を交付する予定で

す。 

 

（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

UQコミュニケーションズは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割に際して、UQ コミュニケーションズが本会社分割の効力の発生の直前時点におい

て本件事業に関して有する資産、負債その他の権利義務及び契約上の地位のうち、吸収分割契約書にお

いて定めるものを承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以降に、承継会社である当社が負担すべき債務について、履行の見込みに問題

はないと判断しております。 

 

 

３．本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

本会社分割において当社が交付する金銭の算定については、承継する資産・負債・純資産に加え、当該

事業部門の業績動向（収益・費用・利益及び CF）等を検討のうえ、事業価値を算定した結果をもとに、UQ

コミュニケーションズと協議・交渉のうえ決定しました。なお、現時点では連結業績に与える影響は軽微

でございますが、中長期的には収益の向上に寄与するものと見込んでおります。 

 

 

４．分割当事会社の概要  

  分割会社 承継会社 

（１） 名 称 UQコミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都港区港南二丁目 16番 1号 東京都新宿区西新宿二丁目 3番 2号 

（３） 
代表者の役職・ 

氏 名 
代表取締役社長 竹澤 浩 代表取締役社長 髙橋 誠 

（４） 事 業 内 容 電気通信事業 電気通信事業 

（５） 資 本 金 71,425百万円 141,852百万円 

（６） 設 立 年 月 日 2007年 8月 29日 1984年 6月 1日 

（７） 発 行 済 株 式 数 1,000,950株 2,355,373,600株 

（８） 決 算 期 3月 31日 3月 31日 

（９） 
大 株 主 及 び 

持 株 比 率 

KDDI株式会社 32.26％ 

東日本旅客鉄道株式会社 17.65％ 

京セラ株式会社 17.65％ 

京セラ株式会社 14.22％ 

トヨタ自動車株式会社 12.67％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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（信託口）9.43％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）5.55％ 

※UQ コミュニケーションズ株式会社は、国際財務報告基準において KDDI 株式会社の連結子会社としておりま

す。 

 

（10）直前連結会計年度・直前事業年度の財政状態及び経営成績 

KDDI株式会社（国際財務報告基準）（連結） 

 決算期 2020年 3月期 

 親会社の所有者に帰属する持分（百万円） 4,384,424百万円 

 総資産（百万円） 9,580,149百万円 

 1株当たり親会社所有者帰属持分（円） 1,906円 35銭 

 売上高（百万円） 5,237,221百万円 

 営業利益（百万円） 1,025,237百万円 

 税引前当期利益（百万円） 1,020,699百万円 

 親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 639,767百万円 

 基本的 1株当たり当期利益（円） 275円 69銭 

 

UQコミュニケーションズ株式会社（日本基準）（単体） 

 決算期 2020年 3月期 

 純資産（百万円） 179,300百万円 

 総資産（百万円） 297,705百万円 

 1株当たり純資産（円） 153,431円 43銭 

 売上高（百万円） 319,423百万円 

 営業利益（百万円） 14,124百万円 

 経常利益（百万円） 13,997百万円 

 当期純利益（百万円） 9,472百万円 

 1株当たり当期純利益（円） 21,586円 65銭 

 

 

５．承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の事業内容 

UQ mobile事業（SIM カードによる通信事業） 

 

（２）承継する部門の経営成績 

売上高：74,881百万円 

 

（３）承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 

（単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

資産 43,322 負債 20,787 

（注）上記の金額は、現時点で算出した 2020 年 9 月末の見込み額であり、実際に分割する資産・負債の金

額は、上記から変動する可能性があります。 

 

 

６．本会社分割後の状況 



4 
 

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はあり

ません。 

 

 

７．今後の見通し 

2021 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微でございますが、中長期的には収益の向上に寄与するもの

と見込んでおります。 

 

以 上 


