
• 連結財務諸表　　• 会社概要／株式の状況

連結財務諸表 注記事項などの詳細情報は、当社WEBサイト掲載の「第37期有価証券報告書」をご参照ください。

連結財政状態計算書
KDDI株式会社および子会社 
2020年および2021年3月31日

百万円
2020 2021

資産

　非流動資産

　　有形固定資産 ¥2,406,231 ¥2,492,985

　　使用権資産 378,870 396,772

　　のれん 540,886 540,420

　　無形資産 1,035,399 1,024,831

　　持分法で会計処理されている投資 233,225 233,921

　　金融事業の貸出金 952,070 1,148,805

　　金融事業の有価証券 248,025 276,065

　　その他の長期金融資産 285,879 325,201

　　退職給付に係る資産 — 38,364

　　繰延税金資産 23,783 11,396

　　契約コスト 436,675 466,316

　　その他の非流動資産 15,975 21,321

　　非流動資産合計 6,557,018 6,976,398

　流動資産

　　棚卸資産 75,366 69,821

　　営業債権及びその他の債権 2,168,355 2,229,435

　　金融事業の貸出金 216,601 233,605

　　コールローン 50,937 33,846

　　その他の短期金融資産 53,358 69,955

　　未収法人所得税 4,712 7,969

　　その他の流動資産 84,600 104,496

　　現金及び現金同等物 369,202 809,802

　　流動資産合計 3,023,131 3,558,928

資産合計 ¥9,580,149 ¥10,535,326
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連結財政状態計算書

百万円
2020 2021

負債及び資本
負債
　非流動負債
　　借入金及び社債 ¥1,147,551 ¥1,151,664

　　金融事業の預金 25,728 32,850

　　リース負債 268,648 288,650

　　その他の長期金融負債 13,342 14,172

　　退職給付に係る負債 37,230 12,109

　　繰延税金負債 98,570 100,071

　　引当金 36,770 77,476

　　契約負債 72,053 71,669

　　その他の非流動負債 7,411 10,813

　　非流動負債合計 1,707,303 1,759,474

　流動負債
　　借入金及び社債 153,262 92,892

　　営業債務及びその他の債務 657,298 754,345

　　金融事業の預金 1,401,691 1,817,240

　　コールマネー 72,100 115,815

　　リース負債 110,906 112,275

　　その他の短期金融負債 3,496 1,655

　　未払法人所得税 179,915 200,886

　　引当金 44,966 38,925

　　契約負債 107,897 100,889

　　その他の流動負債 282,209 281,461

　　流動負債合計 3,013,738 3,516,383

負債合計 4,721,041 5,275,857

資本
　親会社の所有者に帰属する持分
　　資本金 141,852 141,852

　　資本剰余金 280,591 278,675

　　自己株式 (156,550) (86,719)

　　利益剰余金 4,138,195 4,409,000

　　その他の包括利益累計額 (19,665) 16,912

　　親会社の所有者に帰属する持分合計 4,384,424 4,759,720

　非支配持分 474,684 499,749

資本合計 4,859,108 5,259,469

負債及び資本合計 ¥9,580,149 ¥10,535,326
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連結損益計算書
KDDI株式会社および子会社 
2020年および2021年3月期

連結包括利益計算書
KDDI株式会社および子会社 
2020年および2021年3月期

百万円
2020 2021

売上高 ¥5,237,221 ¥5,312,599
売上原価 2,925,000 2,928,175
売上総利益 2,312,221 2,384,424
販売費及び一般管理費 1,299,504 1,364,234
その他の収益 12,492 17,136
その他の費用 3,228 4,815
持分法による投資利益 3,256 4,884
営業利益 1,025,237 1,037,395
金融収益 5,330 6,539
金融費用 11,380 8,311
その他の営業外損益 1,512 2,433
税引前当期利益 1,020,699 1,038,056
法人所得税費用 325,298 331,451
当期利益 ¥695,401 ¥706,605

当期利益の帰属
　親会社の所有者 ¥639,767 ¥651,496
　非支配持分 55,634 55,109
当期利益 ¥695,401 ¥706,605

円
2020 2021

親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益
　基本的1株当たり当期利益 ¥275.69 ¥284.16
　希薄化後1株当たり当期利益 275.49 283.91

百万円
2020 2021

当期利益 ¥695,401 ¥706,605

その他の包括利益
　純損益に振り替えられることのない項目
　　確定給付型年金制度の再測定額 (13,835) 46,106
　　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動額 (2,598) 26,086
　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 (3,694) 254
　　　合計 (20,127) 72,445

　純損益に振り替えられる可能性のある項目
　　キャッシュ・フロー・ヘッジ 802 1,436
　　在外営業活動体の換算差額 (10,201) 15,174
　　持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 286 (322)
　　　合計 (9,113) 16,288
　その他の包括利益合計 (29,240) 88,733
当期包括利益合計 ¥666,161 ¥795,339

当期包括利益合計の帰属
　親会社の所有者 ¥612,402 ¥736,709
　非支配持分 53,759 58,630
　　　合計 ¥666,161 ¥795,339

（注）上記の計算書の項目は税引後で開示しております。

• 連結財務諸表　　• 会社概要／株式の状況
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連結持分変動計算書
KDDI株式会社および子会社 
2020年および2021年3月期

百万円
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の 
包括利益 
累計額 合計 非支配持分 資本合計

2019年4月1日 ¥141,852 ¥284,409 ¥(383,728) ¥4,144,133 ¥(3,174) ¥4,183,492 ¥429,440 ¥4,612,932

会計方針の変更による累積的 
影響額 — — — (181) — (181) (149) (329)

修正再表示後の残高 141,852 284,409 (383,728) 4,143,952 (3,174) 4,183,311 429,291 4,612,603

当期包括利益
　当期利益 — — — 639,767 — 639,767 55,634 695,401

　その他の包括利益 — — — — (27,365) (27,365) (1,875) (29,240)

　当期包括利益合計 — — — 639,767 (27,365) 612,402 53,759 666,161

所有者との取引額等
　剰余金の配当 — — — (257,616) — (257,616) (33,070) (290,686)

　 その他の包括利益累計額から 
利益剰余金への振替 — — — (10,875) 10,875 — — —

　自己株式の取得及び処分 — (75) (150,000) — — (150,075) — (150,075)

　自己株式の消却 — (377,034) 377,034 — — — — —

　利益剰余金から資本剰余金への振替 — 377,034 — (377,034) — — — —

　企業結合による変動 — — — — — — 26,574 26,574

　 支配継続子会社に対する 
持分変動 — (6,515) — — — (6,515) (1,870) (8,385)

　その他 — 2,772 144 — — 2,916 — 2,916

　所有者との取引額等合計 — (3,818) 227,178 (645,524) 10,875 (411,290) (8,366) (419,656)

2020年3月31日 ¥141,852 ¥280,591 ¥(156,550) ¥4,138,195 ¥(19,665) ¥4,384,424 ¥474,684 ¥4,859,108

百万円
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の 
包括利益 
累計額 合計 非支配持分 資本合計

2020年4月1日 ¥141,852 ¥280,591 ¥(156,550) ¥4,138,195 ¥(19,665) ¥4,384,424 ¥474,684 ¥4,859,108

当期包括利益
　当期利益 — — — 651,496 — 651,496 55,109 706,605

　その他の包括利益 — — — — 85,213 85,213 3,520 88,733

　当期包括利益合計 — — — 651,496 85,213 736,709 58,630 795,339

所有者との取引額等
　剰余金の配当 — — — (276,085) — (276,085) (31,336) (307,421)

　 その他の包括利益累計額から 
利益剰余金への振替 — — — 48,636 (48,636) — — —

　自己株式の取得及び処分 — (3,298) (80,153) — — (83,451) — (83,451)

　自己株式の消却 — (150,000) 150,000 — — — — —

　利益剰余金から資本剰余金への振替 — 153,242 — (153,242) — — — —

　 支配継続子会社に対する 
持分変動 — (2,851) — — — (2,851) (2,229) (5,080)

　その他 — 991 (17) — — 974 — 974

　所有者との取引額等合計 — (1,916) 69,830 (380,691) (48,636) (361,413) (33,564) (394,977)

2021年3月31日 ¥141,852 ¥278,675 ¥  (86,719) ¥4,409,000 ¥ 16,912 ¥4,759,720 ¥499,749 ¥5,259,469

2019年4月1日～2020年3月31日

2020年4月1日～2021年3月31日
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百万円
2020 2021

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税引前当期利益 ¥1,020,699 ¥1,038,056
　減価償却費及び償却費 689,925 727,745
　減損損失 12,619 7,395
　持分法による投資損失（利益） (3,256) (4,884)
　固定資産売却損失（利益） 76 (2,252)
　受取利息及び受取配当金 (5,027) (3,710)
　支払利息 8,133 6,929
　営業債権及びその他の債権の減少額（増加額） (205,412) (51,014)
　営業債務及びその他の債務の増加額（減少額） 10,070 75,449
　金融事業の貸出金の減少額（増加額） (435,251) (213,740)
　金融事業の預金の増加額（減少額） 388,199 422,671
　コールローンの減少額（増加額） 9,278 17,091
　コールマネーの増加額（減少額） 12,100 43,715
　棚卸資産の減少額（増加額） 15,060 5,495
　退職給付に係る資産の減少額（増加額） — (38,364)
　退職給付に係る負債の増加額（減少額） 23,874 (25,120)
　その他 85,734 8,425
　小計 1,626,821 2,013,889
　利息及び配当金の受取額 8,718 6,959
　利息の支払額 (8,204) (7,300)
　法人所得税の支払額 (307,861) (335,679)
　法人所得税の還付額 3,883 4,297
　営業活動によるキャッシュ・フロー合計 1,323,356 1,682,166

投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出 (392,941) (414,722)
　有形固定資産の売却による収入 2,557 4,468
　無形資産の取得による支出 (226,363) (209,914)
　金融事業の有価証券の取得による支出  (30,956) (146,519)
　金融事業の有価証券の売却または償還による収入 59,137 122,038
　その他の金融資産の取得による支出 (11,166) (18,774)
　その他の金融資産の売却または償還による収入 6,339 4,848
　子会社の支配獲得による支出 — (428)
　子会社の支配獲得による収入 84,171 —
　関連会社株式の取得による支出 (96,162) (2,499)
　子会社及び関連会社株式の売却による収入（支出） 26 3,650
　その他 (5,593) (1,073)
　投資活動によるキャッシュ・フロー合計 (610,950) (658,925)

財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入の純増加額（減少額） (32,000) 19,517
　社債発行及び長期借入による収入 180,000 77,500
　社債償還及び長期借入返済による支出 (118,662) (153,301)
　リース負債の返済による支出 (126,947) (133,226)
　非支配持分からの子会社持分取得による支出 (12,708) (4,823)
　非支配持分からの払込みによる収入 4,226 9
　自己株式の取得による支出 (150,000) (136,087)
　自己株式の売却による収入 — 52,214
　配当金の支払額 (257,009) (275,993)
　非支配持分への配当金の支払額 (33,277) (31,379)
　その他 (4) (3)
　財務活動によるキャッシュ・フロー合計 (546,381) (585,571)
現金及び現金同等物に係る換算差額 (1,419) 2,930
現金及び現金同等物の増加額（減少額） 164,605 440,600
現金及び現金同等物の期首残高 204,597 369,202
現金及び現金同等物の期末残高 ¥  369,202 ¥  809,802

連結キャッシュ・フロー計算書
KDDI株式会社および子会社 
2020年および2021年3月期

• 連結財務諸表　　• 会社概要／株式の状況
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