
第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 

至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 1,386,560 1,471,323 1,468,772 2,846,097 2,920,039 

経常利益 (百万円) 148,238 156,275 164,919 274,547 286,343 

中間（当期）純利益 (百万円) 85,855 77,841 101,438 117,025 200,591 

純資産額 (百万円) 987,152 1,078,698 1,260,916 1,009,390 1,162,191 

総資産額 (百万円) 2,701,107 2,521,546 2,480,591 2,639,580 2,472,322 

１株当たり純資産額 (円) 234,270.06 255,641.51 301,759.58 239,514.78 278,170.26 

１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
(円) 20,366.67 18,459.95 24,278.70 27,747.54 47,612.01 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
(円) 20,343.47 18,437.96 24,259.99 27,707.64 47,571.39 

自己資本比率 (％) 36.5 42.8 50.8 38.2 47.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 301,702 230,529 270,483 622,697 538,675 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △54,884 △117,389 △171,446 △218,465 △136,507 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △205,344 △177,418 △90,543 △328,911 △376,058 

現金及び現金同等物 

の中間期末（期末）残高 
(百万円) 163,485 132,396 231,457 196,518 222,531 

従業員数 

（外、平均臨時従業員数） 
(名) 13,274 13,098 

12,493 

(8,295)
13,128 

12,373 

(5,292)
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(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第21期中の１株当たり中間配当額3,400円には、創業20周年記念配当1,000円を含んでおります。 

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 

至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 1,126,440 1,240,666 1,336,044 2,340,221 2,547,078 

経常利益 (百万円) 128,447 138,907 149,713 231,326 257,121 

中間（当期）純利益 (百万円) 69,699 73,562 94,751 90,617 137,363 

資本金 (百万円) 141,851 141,851 141,851 141,851 141,851 

発行済株式総数 （株） 4,240,880.38 4,240,880.38 4,240,880.38 4,240,880.38 4,240,880.38 

純資産額 (百万円) 1,056,892 1,136,074 1,252,184 1,071,464 1,161,250 

総資産額 (百万円) 2,345,637 2,331,900 2,346,148 2,340,793 2,296,669 

１株当たり純資産額 (円) 250,820.57 269,239.20 299,669.81 254,246.44 277,948.96 

１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
（円） 16,534.32 17,445.03 22,678.24 21,483.07 32,601.49 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
（円） 16,515.49 17,424.26 22,660.76 21,452.19 32,573.68 

１株当たり 

中間（年間）配当額 
（円） 1,200 3,400 3,500 3,600 6,900 

自己資本比率 (％) 45.1 48.7 53.4 45.8 50.6 

従業員数 

（外、平均臨時従業員数） 
（名） 9,081 9,010 

7,899 

(1,031)
8,985 8,384 
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２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容について重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動として以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりまし

た。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（子会社などへの出向社員2,121名は含んでおりません。）であり、臨時従業員数は当中

間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、当社の労働組合が組織されており、KDDI労働組合と称し、情報産業労働組合連合会の傘下と

して日本労働組合総連合会に加盟しております。 

 平成17年９月30日現在の組合員数は4,317名であります。 

 労使関係について特記事項はありません。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容 

議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

  （連結子会社） 

 （株）KDDIテクニカ

ルエンジニアリン

グサービス 

 東京都新宿区 1,500 

通信設備の建設工

事・保守及び運用

支援 

100.0 

当社は、通信設備

の建設工事・保守

及び運用支援を委

託している。 

 （連結子会社） 

 （株）ユビキタス・ 

コア 

  

 東京都中央区 490 

 携帯電話を軸と

したクロスメディ

ア型マーケティン

グ 

51.0     － 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

固定通信                    4,701  （886） 

ａｕ                    4,906  （670） 

ツーカー                     930 （287） 

その他                     1,956（6,452） 

合計                    12,493（8,295） 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名）                    7,899（1,031） 
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