
株主通信
– 2019年冬号 –

〒102-8460  東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号 ガーデンエアタワー
（本店所在地：東京都新宿区西新宿二丁目3番2号）

https://www.kddi.com/

株主さまアンケート
［アンケート実施期間］2019年12月3日（火）～16日（月）

空メールによりURL自動返信
kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください（タイトル、本文は無記入）。アンケート
回答用のURLが直ちに自動返信されます。

携帯電話からもアクセスできます
ＱＲコード読み取り機能のついた携帯電話をお使いの方は、右のＱＲコード
からもアクセスできます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

アンケートのお問い合わせ
「e-株主リサーチ事務局」

TEL： 03-6779-9487（平日 10：00～17：30）　MAIL：info@e-kabunushi.com

※ 本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細　https://www.a2media.co.jp）

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施しています。お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケート
サイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

いいかぶ 検索

https://www.e-kabunushi.com
アクセスコード：【 9433】

表紙について
　TEAM au は、日本におけるスポーツクライミングを、子どもから大人まで多
くの人が楽しめるメジャーなスポーツとして発展・普及させるべく結成されまし
た。KDDIは、世界最高峰の舞台で戦う、これからの未来を共に築きあげる選手
たちの活躍をサポートするとともに、当社の技術による新しい視聴体験の提供
や、日本山岳・スポーツクライミング協会への協賛を通じて、スポーツクライミ
ングの普及を応援しています。

TEAM auの詳しい情報はウェブサイトをご参照ください。
https://climbing-au.jp/
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トップメッセージ

　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　また豪雨、台風などの災害により被災された
皆さまに心よりお見舞い申し上げます。このたび
の台風の影響により一部地域でａｕ携帯電話
サービスがご利用しづらい状況が発生いたしま
したが、当社は車載型・可搬型無線基地局や船舶
型基地局を活用し、早期のエリア復旧に向けて尽
力いたしました。今後も通信インフラを担う会社
として、「ずっと、もっと、つなぐぞ。au」をス
ローガンに、グループ一丸となり、これまで以上
に災害時の通信確保やさらなる通信品質の改善
に取り組んでまいります。

上期の業績と主な取り組みについて
　2019年度上期の業績は、連結売上高2兆5,645

億円（前年同期比4.2％増）、連結営業利益5,534

億円（前年同期比1.4％減）となりました。
　この上期は、5G時代を見据え、これまでにな
い新しい体験価値を提供する「UNLIMITED 

WORLD」を始動しています。月間データ容量に
上限がなく、Netflixの豊富な動画コンテンツも
視聴できる「ベーシックプラン」をセットにしたお
得なプラン「auデータMAXプラン Netflixパッ
ク」を含め、お客さまのご利用状況に合わせてお
選びいただける6つの新料金プランを発表し、9

月以降順次提供を開始しました。
　決済事業では、４月にスマホ決済サービス「au 

PAY」を開始、使える場所も続々と拡大し、10月に
は登録者数が600万人を突破しました。
　5G/IoT時代のビジネス開発拠点「KDDI 

DIGITAL GATE」は、昨年開設した虎ノ門に加
えて、新たに9月に沖縄・大阪にも開設、11月に
は5Gトライアル環境の提供を開始しました。こ
れらの活動拠点を通じて、さまざまな産業や企
業が抱える課題の解決、およびビジネスの高度
化に向け、5Gと高精細動画像、AIを組み合わせ
た法人向け5G対応ソリューションを、2020年3

月より、順次提供を開始します。
　またＪ.Ｄ. パワー ジャパンによる２０１９年顧客

（億円） （億円） 

2016年度 2016年度

※ IFRSを適用しています
※ 億円未満を四捨五入にて表示しています

※ IFRSを適用しています
※ 億円未満を四捨五入にて表示しています

2017年度 2017年度2018年度 2018年度2019年度 2019年度

連結売上高推移 連結営業利益推移

ずっと、もっと、つなぐぞ。au
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満足度調査において、「携帯電話サービス」・「法
人向け携帯電話サービス＜大企業・中堅企業市
場セグメント＞」・「法人向けIP電話・直収電話
サービス」・「法人向けネットワークサービス」部
門で総合満足度第１位をそれぞれ受賞しました。
　当社は通信サービスを中心に、成長事業を拡
大していくことで、事業戦略の核となる「通信と
ライフデザインの融合」をより一層推し進め、国
内はもとよりグローバルにおいても、5G/IoT時
代における新たな価値創造を実現していきます。

株主還元と株主優待制度について
　株主の皆さまへの持続的な利益還元を経営上
の重要課題と位置づけ、安定した配当の継続を目
指しております。2019年度の中間配当は1株当
たり55円、年間配当は1株当たり110円（前期比
5円増配）となる、1８期連続の増配を予定してお
ります。また株主優待制度の「au Wowma! カ
タログギフト」は多くの株主さまに大変ご好評を
いただいております。今後も株主の皆さまにお
喜びいただける優待を目指してまいります。
　当社は引き続き事業環境の変化に迅速に対
応しながら持続的な成長を実現するため、中期

（億円） （円）

2016年度2016年度

※ IFRSを適用しています
※ 億円未満を四捨五入にて表示しています

 中間配当　  期末配当

2017年度2017年度 2018年度2018年度 2019年度2019年度

親会社の所有者に帰属する当期利益推移 1株当たり配当金

決算数値などの詳細はウェブサイトをご参照ください。
https://www.kddi.com/corporate/ir/

KDDI株式会社　代表取締役社長

髙橋　誠

ずっと、もっと、つなぐぞ。au 経営計画を着実に実行してまいります。株主の
皆さまにおかれましては、なお一層のご支援ご
鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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特集  5G時代の「UNLIMITED WORLD」
次の5G時代では、大量のデータを、瞬時に、ストレスなく、自由に、かつ安心して、扱える
ようになります。それは、今までの制約から解放されたUNLIMITEDな時代。auは、
様々な取り組みで、5G時代の「UNLIMITED WORLD」を提供していきます。

ROADMAP
5G時代に向けた基盤整備

特長1  高速・大容量

特長2  低遅延 特長3  多接続

3G
4G 4G LTE

高速・大容量をいかした
サービス展開

最大1Gbps程度だった4G（LTE）を大きく上
回る、受信最大20Gbpsの通信速度が実現さ
れる予定です。

4Gでは送信したデータが基地局に届くまで
1/100秒の遅延がありますが、5Gでは1/1000

秒以下にまで縮められます。
基地局1台から同時に接続できる端末が4Gで
は1km2当たり10万台ですが、5Gでは10倍の
100万台を接続することができます。

5Gの特長をフルにいかした
サービス展開

5G（SA※2）5G

2019年度 2020年度 2021年度

4G
1Gbps 5G

20 Gbps

4G
10ミリ秒

4G
10万台

5G
1ミリ秒

5G
100万台

5Gの特長※

※ 国際連合の専門機関である国際電気通信連合で、5Gが
満たすべき性能として合意されたものの一部

※1 NSA （Non-Standalone）：4G LTE ネットワークの上に5Gエリアを構築
※2 SA （Standalone）：5Gネットワーク単独で5Gエリアを構築

4G LTE+5G（NSA※1）
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auスマートパスプレミアム
「エンタメ楽しみ放題」サービスとして進化
　月額情報料499円（税抜）はそのままで、話題の
映画・ドラマ・アニメが見放題、最新のJ-POPから
懐かしの名曲までさまざまなプレイリストが聴き
放題になるほか、人気のファッション誌や週刊誌な
ど雑誌約30誌が毎日読み放題になります。加えて
「uP!!!ライブパス」のライブチケットの先行予約な
どのサービスもご利用可能になります。さらに、
第5世代移動通信システム「5G」が開始となる
2020年3月以降、xR※や4K映像、スマートデバイ
スを活用し、より臨場感が味わえるデジタルコン
テンツの提供に加え、スポーツ観戦や街でのリア
ル体験が楽しくなるサービスを提供していきます。

大学スポーツのネット配信

ライブ・エンターテインメントコンテンツが楽しみ放題

自由視点リプレイ スポーツギアのIoT化

スポーツ観戦
高速・大容量をいかして4Kハイスピード映像を遠隔地で視聴可能に
　高速・大容量通信がスタートすると、xRや自由
視点映像などのサービスが、より身近に利用でき
るようになります。スポーツ観戦では、選手の情
報や観客の応援がxR上で表示されたり、自由視
点映像技術で、選手を多方向から見ることができた

りと、今までよりももっとエキサイティングで、拡張
された世界を体験いただくことができるようにな
ります。当社は大学スポーツ協会「UNIVAS」と
パートナーシップ契約を結び、日本のスポーツ界
発展に貢献していきます。

映像
DCコミックスの映像作品の独占配信
音楽
最新のJ-POPから懐かしの名曲まで聴き放題
書籍
人気雑誌30誌以上が読み放題
ライブ
ライブチケット先行予約特典

※ 仮想世界と現実世界を連結させた体験を生み出すテクノロジーのこと。AR（拡張現実）・MR（複合現実）・VR（仮想現実）などの総称。
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　昔、使っていたケータイは、世界にひとつのタ
イムカプセル。当社は古くなり電源が入らなく
なったケータイを再起動し、大切な思い出をとり
出して、プリントした写真をお渡しする活動をし
ており、au以外をご利用のお客さまも無料でご
参加いただけます。2017年から開始したこの活
動は徐々に全国に拡大し、これまで5,000人以上
の方々に体験いただきました。「子どもの小さい
ころの写真をとり出したい」という方や、「結婚式
で使いたいから付き合っていたころの写真をと
り出したい」というカップルなど再起動の目的は
十人十色です。中には「早くに亡くなったお母さ
んの声を聞きたい」とお越しになり、再起動した
ケータイの留守番電話から流れてきたお母さま
からの短いメッセージを聞いて、思わず涙され
る方もいらっしゃいました。お客さま一人ひとり、
ケータイ一台一台に違った思い出が詰まってい
て、私たちスタッフもお客さまの人生の短編集
を読んでいるような感覚になります。電源が入っ
た瞬間は、お客さまと私たちの表情も電源が
入ったようにパッと明るくなり、スタッフにハイ
タッチやハグをしてくださる方もいらっしゃいま
す。それは何度経験しても代えがたい瞬間です。

　またこの活動には、普段の業務ではお客さまと
接する機会が少ない技術や総務部門などの社員も
スタッフとして参加しています。「お客さまと一緒
に喜びを分かち合え、大きな達成感がある」「普段
の業務がお客さまの笑顔につながっていると実感
できた」「自分の会社が誇らしくなった」などの声が
あり、社員にとっても貴重な機会となっています。
　この活動の根底にあるのは、お客さまに期待
を超える体験価値をご提供したいという当社の
思いです。そして私たちは、このような機会を通
じてKDDIやauをもっと身近に感じていただき、
お客さまに寄り添い、共に未来を楽しんでいただ
けるようなワクワクする体験価値を提案し続けて
まいります。
　今後も全国各地でイベントを開催しますので、
皆さまも是非ご参加ください。

おもいでケータイ再起動
～あの日を思いだす。いまが動き出す。～

宣伝部　ブランドコミュニケーショングループ

山田　琢人 ・  西浦　理恵

社員から現場の業務をお伝えします

「おもいでケータイ再起動」サイト
https://www.au.com/omoidekeitai/

お客さまにたくさんの感動を共有いただきました
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3. スポーツクライミング観戦　　　　

当社がサポートしている公益社団法人日本山岳・スポーツクラ
イミング協会が主催するスポーツクライミング第15回ボルダリ
ングジャパンカップ決勝観戦チケットをペアでプレゼントします。
TEAM au所属の選手も出場予定ですので、ご声援よろしくお
願いいたします。

25組
50名さま

5. KDDIオリジナル文具セット

KDDI・auのブランドカラーであるブ
ルーとオレンジをチェック柄にデザイン
したオリジナル文具をセットでプレゼント
します。

100名さま

ＱＵＯカード（５００円分）

アンケートにご回答いただいた方の
中から抽選でプレゼントします。

500名さま

開催日
2020年2月9日（日）　

会場
駒沢オリンピック公園
総合運動場屋内球技場

※観戦会場までの交通費は自己負担となります。

ご招待＆プレゼントのご案内
株主さまアンケートにご回答いただいた方の中から抽選でご招待＆プレゼントします。
アンケートについては裏面をご確認ください。

１．ＫＤＤＩパラボラ館見学会

開所50周年を迎えた世界最大級の衛星通信所である、KDDI山
口衛星通信所および隣接するKDDIパラボラ館の見学会へご招
待いたします。通常は立ち入ることのできない場所まで、特別
にご案内させていただきます。

注意事項
※ 当選者の発表は、当選者への詳細なご案内またはプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※ プレゼントの写真はイメージです。また都合により内容が変更となる場合があります。
※ アンケートには株主番号の入力欄があります。同封の配当金計算書の右上に記載がございますのでご確認ください。
※ ご回答いただいた内容は、統計情報およびプレゼントの発送、見学会のご案内のほか、株主さま向けの活動充実のためにも使用させていただく場合がございます。

開催日時
2020年2月15日（土）
集合時間： 12:00

開催場所
KDDI 山口衛星通信所
（集合場所：ＪＲ新山口駅）

※ 集合場所までの交通費は自己負担となります。
※ 都合により集合時間が変更となる場合がございます。

② 家島の海苔・えび・牡蠣を
味わう逸品セット
【家島諸島／兵庫】

① 喜界島工房　
 黒糖菓子セット
【喜界島／鹿児島】 

③ 隠岐・海士の
 新鮮海の幸セット
【中ノ島（海士町）／島根】

④ 甑島の瓶詰めグルメ5点
セット（大豆バター×３・太陽の
きびなご・キビーニャカウダ）
【甑島（こしきじま）／鹿児島】

30名さま

2．しまものマルシェ厳選産品

当社のノウハウ・アセットを活用し、離島地域の活性化を応援
する「しまものプロジェクト」から人気産品をプレゼントします。

各50名さま
計200名さま 4. 映画

当社が出資している映画のチケットをペアでプレゼントします。

各50組100名さま
計200名さま

① 『ラストレター』
【公開日】2020年1月17日（金）より
全国ロードショー
【出演】松たか子、広瀬すず、
神木隆之介、福山雅治　ほか

② 『スマホを落としただけなのに
 囚われの殺人鬼』
【公開日】2020年2月21日（金）より
全国ロードショー
【出演】千葉雄大、白石麻衣、鈴木拡樹・
田中哲司／成田凌・井浦新　ほか

©2020「ラストレター」製作委員会

©2020映画「スマホを落としただけなのに2」
製作委員会
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