様式第二十四（第１４条関係）
変更後の認定事業再編計画の公表
１. 変更認定をした年月日
令和元年１１月２９日
２. 変更後の認定事業者名
変更なし
３. 変更事項（変更点には下線を記載しております。
）
(１)事業再編計画における事業再編の目標に記載の au フィナンシャルグループの会社
構成及び KDDI アセットマネジメント株式会社及び、
KDDI Reinsurance Corporation
の社名
・ au フィナンシャルグループ会社構成
変更前：
（持株会社化時点）株式会社じぶん銀行、KDDI フィナンシャルサービス株式会社、
株式会社ウェブマネー、KDDI アセットマネジメント株式会社、KDDI Reinsurance
Corporation
（計画期間中追加予定）au 損害保険株式会社（子会社）
、カブドットコム証券株
式会社（関連会社）
変更後：
（持株会社化時点）株式会社じぶん銀行、KDDI フィナンシャルサービス株式会社、
株式会社ウェブマネー、au アセットマネジメント株式会社、
au Reinsurance Corporation
（計画期間中追加予定）au 損害保険株式会社（子会社）
、カブドットコム証券株
式会社（関連会社）
、ライフネット生命保険株式会社（関連会社）
。1
※これ以外に、KDDI が保有する株式会社 Finatext ホールディングスの株式
（14.7%）を譲渡する予定。
(２)事業再編計画における事業再編の内容に記載の KDDI フィナンシャルサービス株式
会社（以下、「KDDI フィナンシャルサービス」）の増資額および増資予定日
・ 増資額（発行価額の総額）
変更前：２００億円
変更後：３５０億２万円（新株発行により３４２億４,４９１万円、自己株式処
分により７億５,５１１万円）
・ 増資予定日
変更前：令和元年１２月１日
変更後：令和元年１２月２日
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令和元年 10 月 1 日付で、au アセットマネジメント株式会社と株式会社 FP パートナーの合弁会社として
au フィナンシャルパートナー株式会社を設立している。
変更後の事業再編計画上は、
当子会社については、
au アセットマネジメント株式会社の内数として記載している。
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４. 変更事項の内容
変更箇所

変更前

変更後

「１．事業再編
の目標 」
「(１)事業再
編に係る事業
の目標」
（注）
欄

（注）計画期間中に、必要な認可を取得
した後に、子会社化した au 損害保険株式
会社（以下「au 損害保険」
、損害保険業）
および関連会社化したカブドットコム証
券（以下「カブドットコム証券」
、証券業）
を持株会社のグループに加えることを予
定している。

（注）計画期間中に、必要な認可を取得
した後に、子会社化した au 損害保険株式
会社（以下「au 損害保険」
、損害保険業）
および関連会社化したカブドットコム証
券（以下「カブドットコム証券」
、証券業）、
ライフネット生命保険株式会社（以下「ラ
イフネット生命」、生命保険業）を持株会
社のグループに加えることを予定してい
る。なお、株式会社 Finatext ホールディ
ングス（以下「Finatext」
）の株式も保有
する予定。
「１．事業再編 （注）計画期間中に、au 損害保険及びカ （注）計画期間中に、au 損害保険を持株
の目標 」
ブドットコム証券を持株会社傘下へ移管 会社傘下へ移管し、カブドットコム証券
「(２)生産性
することを予定している。
及びライフネット生命を関連会社化する
及び財務内容
当該 2 社を加えた後の生産性について
ことを予定している。
の健全性の向
は、平成 30 年 3 月期との比較において、 当該 3 社を加えた後の生産性について
上を示す数値
従業員一人当たり付加価値額を 41.0％
は、平成 30 年 3 月期との比較において、
目標」（注）欄 向上させることを見込んでいる
従業員一人当たり付加価値額を 31.4％
向上させることを見込んでいる
「２．事業再編 （注）計画期間中に、損害保険業、証券 （注）計画期間中に、損害保険業、証券
の内容」
「（１） 業についても対象とする予定である。
業、生命保険業についても対象とする予
事業再編に係
選定理由は、上記と同じである。
定である。
る事業の内容」
選定理由は、上記と同じである。
「①計画の対
象となる事業」
（注）欄
「２．事業再編 じぶん銀行に対し、第三者割当増資によ じぶん銀行に対し、第三者割当増資によ
の内容」
「(1)
る増資を行い KDDI の子会社化のうえで、 る増資を行い KDDI の子会社化のうえで、
事業再編に係
KDDI が au フィナンシャルホールディン KDDI が au フィナンシャルホールディン
る事業の内容」 グスへ吸収分割を行うことにより、au フ グスへ吸収分割を行うことにより、au フ
「②実施する
ィナンシャルホールディングスをじぶん ィナンシャルホールディングスをじぶん
事業の構造の
銀行、KDDI フィナンシャルサービス、ウ 銀行、KDDI フィナンシャルサービス、ウ
変更と分野又
ェブマネー、KDDI アセットマネジメン
ェブマネー、au アセットマネジメント、
は方式の変更
ト、KDDI Reinsurance の計 5 社を傘下に au Reinsurance の計 5 社を傘下に収める
の内容(事業の 収める中間金融持株会社とする。また、 中間金融持株会社とする。また、KDDI フ
構造の変更)」 KDDI フィナンシャルサービスに対して
ィナンシャルサービスに対しては au フ
欄
はデッド・エクイティ・スワップにより ィナンシャルホールディングスへの第三
資本増強を図る。
者割当増資により資本増強を図る。

「２．事業再編
の内容」
「(1)
事業再編に係
る事業の内容」
「②実施する
事業の構造の
変更と分野又
は方式の変更

（３）デット・エクイティ・スワップに
よる KDDI フィナンシャルサービスの増
資
＜出資の受入＞
KDDI フィナンシャルサービス株式会社
は、デット・エクイティ・スワップを実
施
増資額：２００億円
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（３）第三者割当増資による KDDI フィナ
ンシャルサービスの増資
＜出資の受入＞
KDDI フィナンシャルサービス株式会社
は、au フィナンシャルホールディングス
への第三者割当増資を実施
増資額（発行価額の総額）
：３５０億２万

の内容(事業の
構造の変更)」
欄

増資前の資本金：５２億４,５００万円
増資後の資本金：１５２億４,５００万円
増資の方法：デット・エクイティ・スワ
ップ
増資予定日：平成３１年１２月１日

円（新株発行により３４２億４,４９１万
円、自己株式処分により７億５,５１１万
円）
増資前の資本金：５２億４,５００万円
増資後の資本金：２２３億７,０００万円
増資の方法：第三者割当増資
増資予定日：令和元年１２月２日
「２．事業再編 （注）計画期間中に au 損害保険を au フ （注）計画期間中に au 損害保険を au フ
の内容」
「(1)
ィナンシャルホールディングス傘下に移 ィナンシャルホールディングス傘下に移
事業再編に係
管し、カブドットコム証券を関連会社と 管し、カブドットコム証券及びライフネ
る事業の内容」 することを予定しており、その後の au
ット生命を関連会社とすることを予定し
「②実施する
WALLET アプリから送客を受けるチャネ
ており、その後の au WALLET アプリから
事業の構造の
ルからの au フィナンシャルグループ各
送客を受けるチャネルからの au フィナ
変更と分野又
社の金融サービスの売上高の合算額が、 ンシャルグループ各社の金融サービスの
は方式の変更
au フィナンシャルグループ全体の売上
売上高の合算額が、au フィナンシャルグ
の内容（事業の 高の 1.20％とすることを見込んでいる。 ループ全体の売上高の 1.20％とするこ
分野又は方式
とを見込んでいる。
の変更）
」（注）
欄
「２．事業再編 （注）計画期間中に、以下の 1 社を au
（注）計画期間中に、以下の 2 社を au
の内容」
「（3） フィナンシャルホールディングスの関連 フィナンシャルホールディングスの関連
関係事業者・外 会社とすることを予定しております。
会社とすることを予定しております。
国関係法人に
カブドットコム証券株式会社
カブドットコム証券株式会社
関する事項」
ライフネット生命保険株式会社
（注）欄
（注）計画期間中に、以下の 1 社を au
フィナンシャルホールディングスの出資
先とすることを予定しております。
株式会社 Finatext ホールディングス
「５．事業再編 au フィナンシャルホールディングス：
au フィナンシャルホールディングス：
に伴う労務に
１１４人
１１４人
関 す る 事 項 」 じぶん銀行：３９７人
じぶん銀行：３９７人
「(2) 事業再 KDDI フィナンシャルサービス：１８０人 KDDI フィナンシャルサービス：１８０人
編 の 終 了 時 期 ウェブマネー：６６人
ウェブマネー：６６人
の従業員数」
KDDI アセットマネジメント：２９人
au アセットマネジメント：７１人（au フ
KDDI Reinsurance：３人
ィナンシャルパートナー株式会社設
立により、４３人増加する予定です）
au Reinsurance：３人
「５．事業再編 au フィナンシャルホールディングス：８ au フィナンシャルホールディングス：８
に伴う労務に
２人
２人
関する事項」
じぶん銀行：８２人
じぶん銀行：８２人
「(3) 新規に KDDI フィナンシャルサービス：
KDDI フィナンシャルサービス：
採用される従
１００人
１００人
業員数」
ウェブマネー：１４人
ウェブマネー：１４人
KDDI アセットマネジメント：１３人
au アセットマネジメント：５５人（au フ
KDDI Reinsurance：０人
ィナンシャルパートナー株式会社設
立により、４３人が新規に採用される
予定です）
au Reinsurance：０人

3

