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2019年 10月 3日 

各 位 

会 社 名  ライフネット生 命 保険 株 式会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  森  亮 介 

 （証券コード：7157 東証マザーズ） 

主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の 

異動に関するお知らせ 

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：森亮介）は、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動が生

じる予定となりましたので、お知らせします。 

これは、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社である KDDI株式会社が、KDDI

株式会社の中間金融持株会社であるauフィナンシャルホールディングス株式会社に対して、関係当局

の許認可を取得すること等を条件として、KDDI 株式会社が保有する当社普通株式全て（24.99%*1）を

承継させることを決定したことによるものです。 

 

1. 異動予定日 

2019年 12月 2日（予定） 

 

2. 異動に至った経緯 

KDDI株式会社が、2019年 12月 2日付で会社分割（吸収分割）を行い、中間金融持株会社である

au フィナンシャルホールディングス株式会社に対して、KDDI 株式会社が保有する全ての当社株式を

承継させることを決定したため。 

 

3. 異動する株主の概要 

（1） KDDI株式会社の概要 

（2019年 3月 31日現在） 

（1） 名称 KDDI株式会社 

（2） 所在地 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  髙橋 誠 

（4） 事業内容 電気通信事業 

（5） 資本金 141,852百万円 

 

（2） au フィナンシャルホールディングス株式会社の概要 

（2019年 4月 1日現在） 

（1） 名称 au フィナンシャルホールディングス株式会社 

（2） 所在地 東京都中央区日本橋一丁目 19番 1号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  勝木 朋彦 

（4） 事業内容 
銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ

に付帯する業務 

（5） 資本金 20,000百万円 

https://www.lifenet-seimei.co.jp/
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（6） 設立年月日 2019年 4月 1日 

（7） 連結純資産 124,566百万円（2019年 6月 30日現在） 

（8） 連結総資産 1,696,807百万円（2019年 6月 30日現在） 

（9） 大株主および持株比率 KDDI株式会社 100% 

（10） 上場会社と当該株主の

関係 

（2019年 10月 3日現在） 

資本関係 当社との間には記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 当該会社の執行役員常務である森田康裕氏は当社

の社外取締役です。 

取引関係 当社との間には記載すべき取引関係はありません。 

 

4. 異動前後における当該株主の保有株式数（株式保有割合）および議決権数（議決権所有割合） 

（1） KDDI株式会社 

 属性 
保有株式数  

（株式保有割合） 

議決権数 （議決権所有割合） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
（2019年 3月

31日現在） 

主要株主である 

筆頭株主 

その他の関係会社 

12,800,000株 

（24.99%*1） 

128,000個 

（24.99%*1） 

0個 

（0.00%） 

128,000個 

（24.99%*1） 
1位 

異動後 その他の関係会社 
0株 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 

128,000個 

（24.99%*1） 

128,000個 

（24.99%*1） 
－ 

 

（2） au フィナンシャルホールディングス株式会社 

 属性 
保有株式数  

（株式保有割合） 

議決権数 （議決権所有割合） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － 
0株 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 
－ 

異動後 

主要株主である 

筆頭株主 

その他の関係会社 

12,800,000株 

（24.99%*1） 

128,000個 

（24.99%*1） 

0個 

（0.00%） 

128,000個 

（24.99%*1） 
1位 

 

*1  2019年 10月 3日現在の発行済株式数は、51,218,238株です。これには、2019年 8月 9日の譲渡制限付株式報酬と

しての新株式の発行による 73,238 株が含まれています。このため、株式保有割合（24.99%）の計算においては、発行

済株式数 51,218,238株を基準とし、また、議決権所有割合（24.99%）の計算においては、2019年 3月 31日現在の総

議決権個数 511,408 個に、同譲渡制限付株式報酬としての新株式発行分 730 個を加えた 512,138 個を基準として計

算し、小数点第三位以下を切り捨てています。なお、いずれも 2019年 10月 3日現在において入手可能な情報に基づき

数値を記載したものであり、実際の数値と異なる場合があります。 

 

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

新たに au フィナンシャルホールディングス株式会社が当社の「その他の関係会社」となりますが、当

社との間に一定の取引関係がある KDDI 株式会社が当社に与える影響が最も大きいため、開示対象

となる非上場の親会社等の変更はありません。 
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6. 今後の見通し 

本異動は、KDDI グループにおける組織再編に伴うものであることから、当社の業績等への影響は

ありません。 

 

7. その他 

当社と KDDI株式会社は、生命保険と通信の組み合わせにより、従来にない新たな金融サービスを

お客さまに提供することを目指して、2015 年 4 月に資本業務提携を開始しました。当社は KDDI 株式

会社を生命保険募集代理店として、2016年 12月より、auの携帯電話等を利用しているお客さまが保

険料の還付金として毎月 200円を最長 60ヶ月間受け取ることができる「auの生命ほけん」を販売して

います。 

当社はこれまでどおり経営の独立性を維持・確保しながらさらなる成長を目指すとともに、今後は

KDDI 株式会社、au フィナンシャルホールディングス株式会社と連携し、それぞれの顧客基盤・ブラン

ド・事業ノウハウなどの強みを活かした商品・サービスを共同で提供してまいります。 

 

 

ライフネット生命について   URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/  

当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひ

とりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会

社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、

一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡

大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。 

会社及び商品の詳細は https://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。 

株主・投資家向けの情報は https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ をご覧ください。 

本件に関するお問い合わせ先 

03-5216-7900（広報：原／IR：関谷） 

 

https://www.lifenet-seimei.co.jp/
https://www.lifenet-seimei.co.jp/
https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/

