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2022年 1月 28日 

各 位 

会 社 名 KDDI株式会社 

代表者名 代表取締役社長 髙橋 誠 

 （コード番号：9433、東証第一部） 

問合せ先 コーポレート統括本部 

総務本部長 中里 靖夫 

 （TEL．03－6678－0982） 

 

連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、2022年 1月 28日開催の取締役会において、2022年 4月 1日を効力発生日（予定）とし、以下のと

おり当社の営むドローン事業（以下 「本件事業」）を吸収分割により当社の連結子会社（完全子会社）である

KDDIスマートドローン株式会社（以下「分割準備会社」）に対し承継すること（以下 「本会社分割」）を決議

し、2022年 2月 8日付で 分割準備会社と吸収分割契約を締結する予定でありますので、お知らせいたしま

す。 

なお、本会社分割は、当社の完全子会社に本件事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容

を一部省略して開示しております。 

 

 

１．本会社分割の目的 

昨今、社会的課題に対する解決策としてドローン活用への期待が高まっています。また、法制度の整備など

によるドローン事業の環境の変化が起きています。このような状況のもと、当社は 4G LTE・5G を用いたド

ローンサービスを展開することでお客さまに新たな価値提供を行うべく、分割準備会社を設立し、本会社分割

にて、本件事業を同社に承継させることを決定しました。当社は 2016 年にドローンの事業化に向けた取り組

みを開始し、これまで 4G LTE などのモバイル通信を用いてドローンを制御することで、安全な遠隔飛行・長

距離飛行を実現するサービスの構築を行ってきました。現在は、点検・物流・監視・測量の分野において、

サービス提供を行っており、また実証実験などを通して新たなドローン活用のユースケースの開拓に取り組ん

でいます。分割準備会社は、2022年4月 1日に本件事業を承継し、ドローンによる新たなビジネスの実現や、

さまざまな分野におけるお客さまのニーズに即した機動的なドローンサービスの提供を目指します。 

 

 

２．当該組織再編の要旨 

（１）本会社分割の日程 

当社取締役会決議日    ：2022年 1月 28日 

分割準備会社取締役決定日   ：2022年 2月 8日（予定） 

分割契約締結日    ：2022年 2月 8日（予定） 

分割日（効力発生日）    ：2022年 4月 1日（予定） 

（注）本会社分割は、分割会社である当社においては、会社法第 784条第 2項に規定する簡易分割であ

り、承継会社である分割準備会社においては、会社法第 796条第 1項に規定する略式分割である

ため、分割契約の承認に係る株主総会を開催しません。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を分割会社とし、分割準備会社 を承継会社とする吸収分割とします。 
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（３）本会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。 

 

（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割に際して、当社が本会社分割の効力発生の直前時点において本件事業に関して有す

る資産、負債その他の権利義務及び契約上の地位のうち、分割契約において定めるものを承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以降における分割準備会社が負担すべき債務につきましては、履行の見込みに

問題はないと判断しております。 

 

 

３．分割当事会社の概要 （分割会社は2021年3月31日現在、承継会社は 2022 年 1 月 27 日設立時現在） 

  分割会社 承継会社 

（１） 名 称 KDDI株式会社 KDDIスマートドローン株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目 3番 2号 東京都港区虎ノ門一丁目 17番 1号 

（３） 
代表者の役職・ 

氏 名 
代表取締役社長 髙橋 誠 

代表取締役社長 松田 浩路 

※効力発生日以降の代表者は 2月に公表予定 

（４） 事 業 内 容 電気通信事業 
ドローン事業の企画及び立案並びにこれ

らに附帯する業務 

（５） 資 本 金 141,852百万円 250百万円 

（６） 設 立 年 月 日 1984年６月１日 2022年 1月 27日 

（７） 発 行 済 株 式 数 2,304,179,550株 10,000株 

（８） 決 算 期 3月 31日 3月 31日 

（９） 
大 株 主 及 び 

持 株 比 率 

京セラ株式会社 14.70％ 

トヨタ自動車株式会社 13.90％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）10.79％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）6.02％ 

KDDI株式会社 100％ 

 

（10）最近３年間の財政状態及び経営成績 

KDDI株式会社（国際財務報告基準）（連結） 

 決算期 2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 

 親会社の所有者に帰属する持分（百万円） 4,183,492 4,384,424 4,759,720 

 総資産（百万円） 7,330,416 9,580,149 10,535,326 

 1株当たり親会社所有者帰属持分（円） 1,779.41 1,906.35 2,091.82 

 売上高（百万円） 5,080,353 5,237,221 5,312,599 

 営業利益（百万円） 1,013,729 1,025,237 1,037,395 

 税引前当期利益（百万円） 1,010,275 1,020,699 1,038,056 
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 親会社の所有者に帰属する当期利益（百万

円） 
617,669 639,767 651,496 

 基本的 1株当たり当期利益（円） 259.10 275.69 284.16 

 

 KDDIスマートドローン株式会社（日本基準）

（単体） 
2022年 1月 27日時点 

 純資産（百万円） 200 

 総資産（百万円） 200 

 1株当たり純資産（円） 50,000 

※設立間もない為、売上高等の決算数値はございません。 

 

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

当社のドローン事業 

 

（２）分割する部門の経営成績 

売上高：863百万円（2021年 3月期） 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 

（単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

資産 2,008 負債 0 

合計 2,008 合計 0 

(注)上記の金額は、2021 年 12 月末時点のものであり、実際に分割する資産・負債の金額は、上記から変動す

る可能性がございます。 

 

５．本会社分割後の状況 

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、及び決算期に変更はあ

りません。 

 

６．今後の見通し 

本会社分割は、当社及び当社の完全子会社である連結子会社を当事会社とする会社分割であるため、当

社連結業績に与える影響は軽微です。 

 

（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績（百万円） 

 売上高 営業利益 
親会社の所有者に
帰属する当期利益 

基本的１株当たり 
当期利益（円） 

当期連結業績予想 
（2022年 3月期） 

5,350,000 1,050,000 655,000 292.68 

前期連結実績 
（2021年 3月期） 

5,312,599 1,037,395 651,496 284.16 

以 上 


