
 

2017年６月 14日 

吸収分割に係る事前開示事項 

 

東京都港区芝浦一丁目１番１号 

株式会社東芝 

代表執行役社長 綱川 智 

 

 株式会社東芝（以下「甲」といいます。）は、2017 年５月 31 日付で東芝エネルギーシス

テムズ株式会社（以下「乙」といいます。）と吸収分割契約を締結し、2017 年 10 月 1 日を

効力発生日として、甲のエネルギーシステムソリューション社が営む事業（但し、ランデ

ィス・ギア統括部及び電力・社会システム技術開発センターが営む事業を除きます。）及び

原子力事業統括部が営む事業（但し、WEC監督部が営む事業を除きます。）（以下併せて「本

件事業」といいます。）に係る権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本件分割」

といいます。）を行うことにいたしました。 

 会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条の規定に基づき開示する本件分割に

係る事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約（会社法第 782条第 1項） 

 本件分割に係る吸収分割契約書は、別紙 1のとおりです。 

 

２．会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施

行規則第 183条第 1号） 

 本件分割に際し、乙は甲に対し普通株式 9,995,000 株を新たに発行し、そのすべて

を甲に対して割当て交付いたします。 

 甲に対して交付される株式の数につきましては、乙が甲の完全子会社であり、また、

本件分割に際して乙が発行する株式の全てが甲に交付されることから、本件分割の前

後で純資産の額に変動はなく、これを任意に定めることができるものと認められるた

め、甲及び乙が協議の上決定したものであり、相当であると判断しております。 

 また、乙が本件分割に際して増加させる資本金及び準備金の額は、本件分割後にお

ける乙の事業内容及び甲から承継する権利義務等に照らして、相当であると判断して

おります。 

 

３．吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第 4号） 

乙の第 1 期事業年度は、成立の日である 2017 年４月 25 日から 2018 年３月 31 日ま



 

でであり、本書作成日現在、第 1期事業年度を終了しておりません。 

   乙の成立の日の貸借対照表は、別紙 2のとおりです。 

 

４．吸収分割会社の最終事業年度末日後に生じた重要な後発事象（会社法施行規則第 183

条第 5号イ） 

 別紙 3のとおりです。 

 

５．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の

債務（吸収分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の

履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第 6号） 

 

（1）吸収分割会社について 

甲の 2016年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の額は約 3兆 5,979億円、

負債の額は約 3兆 2,264億円です。しかしながら、別紙３の 16.に記載のとおり、2016

年度（第 178期）第３四半期連結会計期間において、主に CB&Iストーン・アンド・

ウェブスター社の買収に伴うのれんに係る損失を甲の連結決算において計上しまし

た。 

他方、甲は、東芝メモリ株式会社の企業価値等に鑑みれば、実質的に見れば資産

超過の状態にあるものとも考えられます。これに加えて、本件分割効力発生日後の

甲の収益状況その他の財務状況の見込み等に鑑みて、本件分割の効力発生日以後に

おける甲の債務については、その履行の見込みはあると判断しています。 

 

（2）吸収分割承継会社について 

 乙の成立の日である 2017年４月 25日現在の貸借対照表における資産の額は 5,000

万円、負債の額は 0円です。 

 本件分割により乙が甲から承継する資産及び負債の見込額は、約 6,257 億円及び

約 5,257 億円であり、本件分割の効力発生日における乙の資産の見込額は負債の見

込額を上回っています。 

 以上より、本件分割の効力発生日以後における乙の債務（甲が本件分割により承

継させるものに限ります。）については、その履行の見込みはあると判断しておりま

す。 

 

  

以 上 



 

［別紙 1］ 

吸収分割契約書 

 

株式会社東芝（以下、「甲」という。）と東芝エネルギーシステムズ株式会社（以下、「乙」

という。）とは、甲の本件事業（第 2条に定義する。）を乙が承継する吸収分割（以下、「本

吸収分割」という。）に関し、2017年 5月 31日（以下、「本契約締結日」という。）、以下の

とおり吸収分割契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（本吸収分割をする会社の商号及び住所） 

本吸収分割に係る吸収分割会社たる甲及び吸収分割承継会社たる乙の商号及び住所は、

以下のとおりである。 

(1) 吸収分割会社 

商号：株式会社東芝 

住所：東京都港区芝浦一丁目 1番 1号 

(2) 吸収分割承継会社 

商号：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

住所：神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34 

 

第 2条（吸収分割） 

甲は、本契約の定めるところにより、吸収分割の方法により、甲が効力発生日（第 7

条に定義する。以下同じ。）において営む以下に規定する事業（以下、「本件事業」と

総称する。）に関して有する次条記載の権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。 

(1) エネルギーシステムソリューション社が営む事業（但し、ランディス・ギア統括

部及び電力・社会システム技術開発センターが営む事業を除く。） 

(2) 原子力事業統括部が営む事業（但し、WEC監督部が営む事業を除く。） 

 

第 3条（承継する権利義務） 

1. 乙が甲から承継する権利義務（以下、「承継対象権利義務」という。）は、別紙「承継

権利義務明細表」記載のとおりとする。なお、本契約締結後、効力発生日までに甲に

新たに帰属するに至った本件事業に関する権利義務は、別紙「承継権利義務明細表」

の記載に従い、承継対象権利義務に含めるものとする。 

2. 甲から乙への債務の承継は、全て重畳的債務引受の方法によるものとする。これらの

本件事業に属する債務については、甲及び乙の間においては最終的に乙の負担とする

ことを原則として、その取扱いを甲及び乙にて別途協議の上、取り決めるものとする。 

3. 承継対象権利義務の承継に伴う登記、登録、通知その他の手続に要する一切の費用は、

甲及び乙が別途合意する場合を除き、乙の負担とする。 



 

 

第 4条（本吸収分割に際して交付する株式等の数） 

乙は、本吸収分割に際して、普通株式 9,995,000 株を発行し、その全てを承継対象権

利義務に代わり甲に交付する。 

 

第 5条（乙の資本金及び準備金の額） 

本吸収分割により増加すべき乙の資本金、資本準備金及びその他資本剰余金等の額は、

次のとおりとする。 

(1) 資本金   99億 5,000万円 

(2) 資本準備金  25億円 

(3) その他資本剰余金  会社計算規則第 37条及び第 38条に基づき乙が定める。 

(4) 利益準備金  0円 

(5) その他利益剰余金  会社計算規則第 37条及び第 38条に基づき乙が定める。 

 

第 6条（分割承認決議） 

甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会において、本契約の承認そ

の他本吸収分割に必要な事項に関する決議を得るものとする。 

 

第 7条（本吸収分割が効力を生ずる日） 

本吸収分割が効力を生ずる日（以下、「効力発生日」という。）は、2017年 10月 1日と

する。但し、本吸収分割の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

甲及び乙は協議し合意の上、これを変更することができる。 

 

第 8条（会社財産の管理等） 

甲は、本契約締結日から効力発生日の前日（同日を含む。）までの間において、善良な

る管理者としての注意をもって本件事業に係る業務を執行し、かつ一切の財産の管理

及び事業の運営を行うものとする。また、甲は、本契約に別段の定めがある場合を除

き、本件事業に係る財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、予め乙

と協議し合意の上、これを行うものとする。 

 

第 9条（競業避止義務） 

甲は、本件事業に関し、乙に対し、競業避止義務を負わないものとする。 

 

第 10条（分割条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結日から効力発生日の前日（同日を含む。）までの間において、天災地変その

他の事由により、甲又は乙の資産状態又は経営状態に重大な変動が生じたときその他本



 

吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じたときは、甲及び乙は協議し合意の上、

本契約に規定する条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 11条（本契約の効力） 

本契約は、前条に基づき本契約が解除された場合、又は効力発生日の前日までに第 6条

に定める甲及び乙の株主総会の承認のいずれかが得られなかった場合、若しくは本吸収

分割の実施に必要な法令に定める関係官庁等の承認が得られない場合にはその効力を

失う。 

 

第 12条（準拠法及び管轄裁判所） 

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 13条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に定めのない事項その他本吸収分割に関し必要な事

項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙は協議し合意の上、これを決定する。 

 

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。 

 

 

2017年 5月 31日 

 

甲：東京都港区芝浦一丁目 1番 1号 

    株式会社東芝 

    代表執行役社長 綱川 智 

 

 

 

乙：神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34 

  東芝エネルギーシステムズ株式会社 

取締役社長 油谷 好浩 

 

 



 

別紙「承継権利義務明細表」 

 

1. 資産 

本吸収分割により、乙が甲から承継する資産は、以下の資産を除く効力発生日におい

て本件事業に属する資産（但し、知的財産権の承継については本別紙第 3 項において

別途定めるとおりとする。）のうち、法令上承継可能なものとする。但し、法令による

関係官庁（日本以外の国、地域を含む。）の許認可、契約による第三者の同意若しくは

承認等が必要な場合であって許認可、同意若しくは承認等が得られないときは、承継

対象権利義務から除外する。 

(1) 受取手形 

(2) 土地 

(3) 仕入消費税 

 

 

2. 債務 

本吸収分割により、乙が甲から承継する債務は、以下の負債に係る債務を除く効力発

生日において本件事業に属する債務（但し、乙が承継する知的財産権に関する発明者、

考案者及び創作者に対する発明等の報奨債務については本別紙第 3 項において別途定

めるとおりとし、契約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義務の承継につい

ては本別紙第 4項及び第 5項において別途定めるとおりとする。）のうち、法令上承継

可能なものとする。但し、法令による関係官庁（日本以外の国、地域を含む。）の許認

可、契約による第三者の同意若しくは承認等が必要な場合であって許認可、同意若し

くは承認等が得られないときは、承継対象権利義務から除外する。 

(1) 支払手形 

(2) 未払法人税等 

(3) 販売消費税 

(4) 短期借入金 

(5) 長期借入金 

(6) 保証債務（親会社保証債務を含む。） 

 

3. 知的財産権 

本吸収分割による特許権、実用新案権、意匠権、商標権（これらの登録を受ける権利

を含む。）、著作権及びノウハウ（以下、「知的財産権」と総称する。）の取扱いは、以

下のとおりとする。 

(1) 甲が保有する知的財産権 

  効力発生日において本件事業に属する知的財産権は、乙が甲から承継する。但し、



 

法令による関係官庁（日本以外の国、地域を含む。）の許認可、契約による第三者

の同意若しくは承認等が必要な場合であって許認可、同意若しくは承認等が得ら

れないときは、承継対象権利義務から除外する。 

(2) (1)において乙が承継するとした知的財産権に関する発明者、考案者及び創作者に

対する発明等の報奨債務については、乙が甲から承継する。 

 

4. 契約（雇用契約を除く） 

本吸収分割により、効力発生日において本件事業に属する、売買に関する契約、業務

委託に関する契約（請負に関する契約を含む。）、リース契約、共同開発契約、リベー

ト契約、賃貸借契約、知的財産権に関するライセンス契約その他の一切の契約（但し、

雇用契約、本別紙第 1 項及び第 2 項により乙に承継されない資産又は債務に係る契約

を除き、本項において以下単に「契約」という。）に係る契約上の地位及びこれに付随

する権利義務を、乙が甲から承継する。但し、承継対象権利義務に含まれる甲の契約

上の地位又は当該契約に基づく権利義務を本吸収分割により乙に承継することが、当

該契約に定める義務と抵触し、かつ当該義務の免除について当該契約の相手方の同意

が得られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該契約にお

いて必要とされる手続（国内外の関係官庁の許認可等を含むが、これらに限られない。）

を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見込みがない場合であって、当該契

約上の地位等を乙に承継させることにより甲又は乙に重大な不利益が発生するときに

は、承継対象権利義務から除外する。 

 

5. 雇用契約 

本吸収分割により、効力発生日において本件事業に主として従事する甲の従業員及び

本件事業のために甲が乙に承継する必要があると判断した甲の従業員との間の雇用契

約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義務（但し、別途甲との間で承継対象

から除外する旨の合意をした従業員との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれに

付随する権利義務は除く。）、並びに、効力発生日において甲と東芝労働組合が締結し

ている労働協約のうち、甲と東芝労働組合との間で乙に承継することを別途合意した

労働協約は、乙が甲から承継する。 

 

6. 許認可 

本吸収分割により、乙が甲から承継する許認可・補助金は、効力発生日において本件

事業に属する免許、許可、認可、承認、登録、届出、補助金等のうち法令上承継可能

なものとする。 

以 上 

 



 

［別紙 2］ 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 

2017 年４月 25 日現在の貸借対照表 

資産の部 負債の部 

流動資産 

 現金預金 

 50,000,000 円 

 流動資産合計 

 50,000,000 円 

 

固定資産 

 0 円 

繰延資産 

 0 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債 

 0 円 

固定負債 

 0 円 

負債の部合計 

 0 円 

純資産の部 

 

株主資本 

 資本金 

 50,000,000 円 

 資本剰余金 

 0 円 

 利益剰余金 

 0 円 

 株主資本の部合計 

 50,000,000 円 

評価・換算差額等 

 0 円 

新株予約権 

 0 円 

 

純資産の部合計 

 50,000,000 円 

資産の部合計 

 50,000,000 円 

負債及び純資産の部合計 

 50,000,000 円 

 



 

［別紙 3］ 

１．パソコン事業の会社分割 

甲は、2016年 4月 1日付で、甲のパソコン事業を会社分割により連結子会社で

ある東芝クライアントソリューション株式会社に承継しました。 

(1)  会社分割の概要 

①分割後企業の名称 

東芝クライアントソリューション株式会社 

2016年 4月 1日付で、東芝情報機器株式会社から商号を変更しました。 

②分割した事業の内容 

パソコン、タブレット商品及び法人向け IoTソリューション商品の開発・

製造・販売。但し、DVD及び BD規格必須特許に係るライセンス事業、コ

ピープロテクションに係る事業を除きます。 

③会社分割を行った主な理由 

甲の社内カンパニーであるパーソナル＆クライアントソリューション社

と東芝情報機器株式会社を統合することにより、国内における設計や商

品開発・グローバル生産管理・販売サービス等のリソースを集約するこ

とで、効率的な軽量経営を図るため会社分割を行いました。 

④会社分割日 

2016年 4月 1日 

⑤法的形式を含む取引の概要 

甲を吸収分割会社とし、東芝情報機器株式会社を吸収分割承継会社とす

る吸収分割 

(2)  実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21号 2013年 9月 13日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7号 2013年 9月 13日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第 10号 2013年 9月 13日）に基づき、共通支配下の取引として会計処

理を行っています。 

 

２．システム LSI事業の会社分割 

甲は、2016年 4月 1日付で、甲の大分工場におけるシステム LSI事業の一部を

会社分割により連結子会社である株式会社ジャパンセミコンダクターに承継しま

した。 

(1)  会社分割の概要 

①分割後企業の名称 

株式会社ジャパンセミコンダクター 



 

2016年 4月 1日付で、岩手東芝エレクトロニクス株式会社から商号を変

更しました。 

②分割した事業の内容 

甲の大分工場における、200mm及び 150mmウェハー製造ラインを主とした

アナログ IC等のシステム LSIの製造、製造受託、その他サービス事業 

③会社分割を行った主な理由 

甲の大分工場における 200mm及び 150mmウェハー製造ラインを用いたシ

ステム LSI事業と岩手東芝エレクトロニクス株式会社における同事業を

統合することにより、システム LSI事業において市場の成長が見込まれ

る、車載用を含むアナログ IC、モータ制御ドライバ等、甲グループの技

術的優位性が高い注力分野へ経営資源を集中するほか、200mm及び 150mm

ウェハー製造ラインの効率的な一体運営を図るため会社分割を行いまし

た。 

④会社分割日 

2016年 4月 1日 

⑤法的形式を含む取引の概要 

甲を吸収分割会社とし、岩手東芝エレクトロニクス株式会社を吸収分割

承継会社とする吸収分割 

(2)  実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21号 2013年 9月 13日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7号 2013年 9月 13日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第 10号 2013年 9月 13日）に基づき、共通支配下の取引として会計処

理を行っています。 

 

３．東芝ライフスタイル株式会社の株式譲渡完了 

2016年 6月 30日、東芝ライフスタイル株式会社（以下「TLSC」といいます。）

は同社が営む映像事業と家庭電器事業のうち映像事業を甲の連結子会社である東

芝映像ソリューション株式会社（旧商号は東芝メディア機器株式会社）に会社分

割により承継させました。その後、甲は TLSCの株式の 80.1%を中国法人美的集団

股份有限公司グループに譲渡しました。その結果、TLSC及び同社の子会社である

東芝コンシューママーケティング株式会社は、甲の連結子会社から除外されまし

た。 

 

４．利益準備金及び資本金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分 

甲は、2016年 5月 23日開催の取締役会により、利益準備金 13,974百万円を全



 

額繰越利益剰余金へ振り替えることを決定しており、2016年 7月 31日にその効力

が発生しました。また、日本の会社法の規定に基づき、2016年 6月 22日開催の第

177期定時株主総会において、甲の欠損てん補を行うため、甲の貸借対照表の資本

金の額の減少（239,901百万円）が承認され、2016年 7月 31日に、当該資本金の

額の減少及びその他資本剰余金の処分（462,049百万円、資本金の額の減少により

増加した額を含みます。）の効力が発生しました。米国においてはこれに該当する

法令がないため、連結財務諸表においても、甲の貸借対照表における欠損てん補

処理をそのまま反映します。 

 

５．東芝プラントシステム株式会社の株式売却 

甲は、2016年 8月 24日、甲が保有する甲の連結子会社である東芝プラントシス

テム株式会社（以下「TPSC」といいます。）の株式を売却しました（売却額 15,710

百万円※）。本株式売却の概要は以下のとおりです。 

※ 本株式売却実行後も、甲グループは TPSC株式の議決権総数の 51.5%を保有し

ており、甲の連結子会社であることに変更はありません。そのため、連結財

務諸表上純資産に変動はありますが、連結損益への影響はありません。 

(1)  株式売却の概要 

①売却対象株式 

甲が所有する TPSC株式 9,668,000株（議決権総数の 9.9%） 

②売却方法 

SMBC日興証券株式会社との間の ToSTNeT-1を通じた相対取引によるもの

とし、甲が売出し、SMBC日興証券株式会社が買取り引受けました。 

(2)  株式売却の目的 

甲はキャッシュフロー重視の経営を推進し財務基盤の整備を進める観点から、

保有株式について、その保有意義を見直した上での売却を進めています。本

株式の売却は、かかる施策の一環として実施したものです。 

 

（TPSCの概要） 

会社名：東芝プラントシステム株式会社 

本社所在地：神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 36番 5号 

事業内容：火力、水力、原子力発電設備、受変電設備、公共設備や一般産業

向けの各種設備、ビル施設等のエンジニアリング・調達・施工・試運転・調

整・サービス 

 

６．業務用カメラ事業に係る吸収分割契約 

甲は、2016年 3月 17日付で決定した東芝メディカルシステムズ株式会社（以下



 

「TMSC」といいます。）の株式売却の一環として、甲の医療機器向けを含む業務用

カメラ事業を 12,703百万円の対価で TMSCに吸収分割により承継させる吸収分割

契約を 2016年 8月 24日に締結し、2016年 10月 1日に当該契約書の効力が発生し

ました。当該会社分割により、2016年度第 3四半期に 12,295百万円（税引前）の

譲渡益を計上しました。 

 

７．会計処理問題に関する損害賠償請求訴訟の提起 

2017年６月 13日時点において、国内外の機関投資家等から甲に対して、甲の会

計処理問題に係る損害賠償請求訴訟が、国内で複数提起されており、その訴額の

合計は約 1,084億円です。これらの訴訟については、会計上必要に応じて合理的

に見積り可能な金額を引当計上します。 

 

８．甲保有の関係会社株式の評価損の計上 

東芝ジェイエスダブリュー・パワーシステム社（以下「東芝 JSW社」といいま

す。）は、火力発電所向け設備の製造・販売を行う甲のインド子会社ですが、2015

年 11月中旬から 12月上旬に発生した洪水を原因とする工場の冠水及び操業の停

止、並びに事業環境の悪化によって、経営状態が悪化していました。その結果、

東芝 JSW社は、2016年 3月 31日の時点において債務超過となりました。これを受

け、東芝 JSW社は、事業継続のため、2016年 4月と 8月に総額 165億インドルピ

ー（約 251億円）の増資（以下「本増資」といいます。）を実施しました。本増資

により、東芝 JSW社の債務超過は解消され、子会社支援引当金として 2016年 3月

末において計上した約 131億円について、2016年度第 1四半期に約 62億円、同第

2四半期に約 69億円の戻入れが発生しました。しかし、東芝 JSW社の事業環境は

依然として改善がなされておらず、上記の増資分の株式についても実質価額が投

資簿価を下回り、当面回復が見込めないと判断されたため、東芝 JSW社の株式に

ついて甲の個別財務諸表において評価損を 2016年度第 1四半期に約 75億円計上

し、同第 2四半期に約 83億円計上しました。 

 

９．特設注意市場銘柄の指定継続及びその後の監理銘柄（審査中）の指定 

甲の株式は、甲の過去の有価証券報告書等への虚偽記載の事実に基づいて、東

京証券取引所及び名古屋証券取引所（以下「各取引所」といいます。）から、甲が

内部管理体制等において深刻な問題を抱えており、当該内部管理体制等について

改善の必要性が高いと認められるとして、2015年 9月 15 日をもって特設注意市場

銘柄に指定されました。甲は、2016年 9月 15日、内部管理体制確認書を各取引所

に提出し、審査を受けていました。当該審査では、短期的利益を過度に追及する

経営方針の見直し、取締役会や監査委員会等の構成の見直しとその運用方法の変



 

更、及びモニタリング機能を発揮すべき部門の体制整備の強化等全社的に改善に

向けた取り組みが行われていることが認められる一方、特設注意市場銘柄指定後

においても会計処理等に関する問題が確認される等、コンプライアンスの徹底や

関係会社の管理等において更なる取り組みを必要とする状況が存在しており、こ

れらの改善に向けた取り組みの進捗等について引き続き確認する必要があると認

められました。その結果、甲は、2016年 12月 19日、各取引所から、特設注意市

場銘柄の指定を継続する旨の通知を受領しました。2017年 3月 15日をもって当該

指定から 1年 6か月が経過することになり、甲は、同日、各取引所に内部管理体

制確認書を再度提出しました。当該確認書の内容等を各取引所が確認し、甲の内

部管理体制等について改善がなされなかったと認められる場合には、甲の株式の

上場廃止が決定されることから、甲の株式について上場廃止となるおそれがある

と認められるため、甲の株式は、2017年 3月 15日付で各取引所から、監理銘柄（審

査中）に指定されました。 

 

10．原子力事業における損失発生 

甲のグループ会社であったウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社

（以下「WEC」といいます。）は、2015年 12月 31日、CB&Iストーン＆ウェブスタ

ー社（以下「S&W社」といいます。）の買収を完了しました。これに伴い取得金額

から取得した識別可能な資産及び負債の公正価値の合計を差し引いた差額の

651,639百万円を 2016年度第３四半期において甲の連結決算上のれんに計上し、

計上したのれんは原子力事業部に配分されましたが、原子力事業部の既存ののれ

ん残高を含めてのれんについて減損損失 716,563百万円を計上しています。これ

は、S&W社買収に伴う取得金額の配分を実施している中で、プロジェクトにかかる

コストの見積りを見直した結果、コストが大幅に増加したことにより収益性が著

しく低下し、超過収益力が期待できなくなったと判断したことによるものです。 

 

11．株式会社 IHIからの WEC出資持分の取得 

甲は、2017年 2月 16日、株式会社 IHI（以下「IHI」といいます。）から、同社

が保有する WECの持株会社の株式全て（出資比率 3％）を所定の条件で甲に譲渡す

ることができる権利（以下「プットオプション」といいます。）を行使する旨の通

知を受領しました。上記持株会社の非支配株主（IHIとカザフスタン共和国の国営

企業であるカザトムプロム社）は、甲とのプットオプション契約に基づき、2017

年 10月 1日からこのプットオプションの行使が可能となりますが、甲と IHIとの

契約により、一定の条件を満たした場合には、IHIは早期に行使可能となっており、

今般、IHIは同契約に基づいてプットオプションを行使しました。甲は 2017年 5

月 17日、約 189億円を支払い、当該株式を取得しました。当該取得に関する甲に



 

おける会計上の影響については 2016年度に計上します。 

 

12．株式会社シグマパワー有明における会社分割及び新設会社の株式譲渡 

 甲の収益力及び財務基盤の強化を進める施策の一環として、2017 年２月 24 日、

甲が保有する甲の連結子会社のシグマパワーホールディングス合同会社の子会社

である株式会社シグマパワー有明(以下「SPAC」といいます。)が、同社が運営す

る三池発電所における石炭火力発電事業を、電力エネルギー・インフラ向け投資

ファンド運営会社の株式会社 IDIインフラストラクチャーズが運用する IDIイン

フラストラクチャーズ３号投資事業有限責任組合(以下「IDI３号ファンド」とい

います。)に譲渡することを決定しました。 

 当該譲渡にあたっては、2017年３月 31日に SPACが新設分割により設立した新

会社に当該石炭火力発電事業を承継させ、同日に当該新会社のすべての株式を IDI

３号ファンド傘下の特別目的会社に譲渡する方法で行いました。当該株式の譲渡

価額は約 220億円であり、2016年度に譲渡益を計上します。 

 

13．メモリ事業の吸収分割 

甲は、2017年４月１日付で、メモリ事業に関する権利義務の一部を会社分割に

より連結子会社である東芝メモリ株式会社に承継しました。 

当該会社分割の概要は次のとおりです。 

(1)分割後企業の名称 

東芝メモリ株式会社 

(2)分割した事業の内容 

甲のストレージ＆デバイスソリューション社が行っているメモリ及び関連製

品（SSDを含み、イメージセンサを除きます。）の開発・製造・販売事業及び

その関連事業 

(3)会社分割を行った主な理由 

甲のメモリ事業においては、大容量、高性能な三次元フラッシュメモリ

(BiCS FLASH™)の開発・立上げを加速し、安定的にストレージ需要の拡大に対

応していくために大規模な設備投資を適時に行うことが重要な課題です。そ

こで、甲のメモリ事業を分社することにより、メモリ事業における機動的か

つ迅速な経営判断体制の整備及び資金調達手段の拡充を通じて、メモリ事業

の更なる成長を図ります。 

また、甲グループは、2016年度第３四半期において原子力事業ののれんの

減損として 716,563百万円の損失を計上したため、財務内容が大幅に悪化し

ました。このため、甲グループの財務体質強化が急務であり、現在様々な資

本対策を検討しています。本会社分割との関係においても、今後のメモリ事



 

業のさらなる成長に必要な経営資源を確保し、併せて甲グループの財務体質

を強化するため、マジョリティ譲渡を含む外部資本の導入を検討しています。

この外部資本の導入については、今後速やかに手続を開始し、2017年度のな

るべく早い段階での決定を目指します。 

(4)会社分割日 

2017年４月１日 

(5)法的形式を含む取引の概要 

甲を吸収分割会社とし、東芝メモリ株式会社を吸収分割承継会社とする吸

収分割 

 

14．東芝機械株式会社の株式の一部売却 

甲は、2017年 3月 3日、甲が保有する甲の持分法適用関連会社であった東芝機

械株式会社（以下「東芝機械」といいます。）の株式の一部を売却しました。本株

式売却の概要は以下のとおりです。 

(1)  株式売却の概要 

①売却対象株式 

甲が保有する東芝機械株式 30,207,000株（発行済株式総数の 18.10％） 

②売却方法 

2017年 3月 2日の終値 506円で、2017年 3月 3日午前 8時 45分の東京証券

取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において、東芝機械に売却し

ました。 

③売却額、売却益 

売却額は 153億円です。本売却により発生する売却益は 55億円（税引前）で

す。 

④東芝機械の位置付け 

本売却により、東芝機械は甲の持分法適用関連会社から外れました。 

(2)  株式売却の目的 

甲は、収益力及び財務基盤の強化を進める観点から、保有資産について、そ

の保有意義の見直しを進めています。本株式の売却も、その一環として実施

したものです。 

 

15．WEC等の再生手続の申立について 

甲の連結子会社であった WEC及びその米国関係会社並びに米国外の事業会社群

の持株会社である東芝原子力エナジーホールディングス（英国）社（以下

「TNEH(UK)」といい、以下 WEC 及びその米国関係会社並びに TNEH(UK)を総称して

「WECグループ」といいます。）が、2017年 3月 29日（現地時間）に米国連邦倒



 

産法第 11章（以下「連邦倒産法」といいます。）に基づく再生手続（以下「再生

手続」といいます。）をニューヨーク州連邦破産裁判所（以下「破産裁判所」とい

います。）に申し立てました。 

現在、WECグループは再生手続に則っての事業再編を念頭におきながら、当面現

行事業をこれまでどおり継続する予定です。また、この間の事業継続のために、

WECは 800百万米ドルの第三者からのファイナンス（DIPファイナンス）を確保す

る予定です。 

甲と WECグループは建設中の米国原子力発電所 2サイトの顧客である各電力会

社との間で、再生手続申立後の当面の米国原子力発電所建設プロジェクトの作業

継続につき合意を目指して協議しておりましたが、このうちの 1サイトの顧客で

ある米国ジョージア電力他との間で、甲の親会社保証について、3,680百万米ドル

を、2017年 10月から 2021年 1月までの間に分割にて支払っていく旨の合意書を

締結しました。これにより甲の保証上限の金額及び分割支払スケジュールが確定

しました。もう 1つのサイトの顧客である電力会社とは、甲の保証上限金額及び

分割支払スケジュールについて、交渉を継続しています。 

なお、再生手続の開始により、WECグループに対する甲の債権の全部又は一部に

ついては連邦倒産法に則った処理がなされます。したがって、甲の債権の回収に

ついても連邦倒産法及び債権整理手続に則った扱いとなります。また WECグルー

プは、再生手続の開始により、甲の実質的な支配から外れるため、2016年度通期

決算から甲の連結対象から外れることになります。 

 

16．継続企業の前提に関する注記 

2016 年度第３四半期において、甲グループは、主に S&W 社の買収に伴うのれん

に係る損失（連結）716,563 百万円を計上したことにより、2016 年度第３四半期

連結累計期間の営業損失（連結）は 576,277 百万円、甲の株主に帰属する四半期

純損失（連結）は 532,512 百万円になりました(前連結会計年度の営業損失は

708,738 百万円、甲の株主に帰属する当期純損失は 460,013 百万円)。この結果、

2016 年 12 月 31 日現在の連結株主資本は△225,687 百万円、連結純資産は 29,924

百万円になりました。  

これに関連して、2016 年 12 月 28 日付の格付機関による甲の格付の引下げによ

り、甲グループの 2016年 12月 31日現在の四半期連結貸借対照表における長短借

入金等計 1,388,990 百万円のうち、主要借入先金融機関がアレンジャーであるシ

ンジケートローン契約に基づく借入金残高 283,523百万円(四半期連結貸借対照表

上、１年以内に期限の到来する社債及び長期借入金に計上)が財務制限条項に抵触

しています。当該借入金について、甲は、借入先金融機関との間で 2017年３月 31

日までの期限の利益喪失要求の一時的留保について合意を得ていましたが、2017



 

年６月 13日時点においては、借入先金融機関の請求があった場合に期限の利益を

喪失する可能性があります。 

なお、甲が既述の借入金について期限の利益を喪失した場合、社債その他の借

入金についても同様に期限の利益を喪失する可能性があります。  

また、WEC及びその米国関係会社の米国原子力発電所建設プロジェクトに関して

甲が負担する可能性のある支出等を考慮すると、甲の今後の資金環境は厳しい状

況となることが見込まれます。  

さらに、甲には、特定建設業の許可が必要となる事業がありますが、特定建設

業の許可の更新には、一定の財産的基礎を有することが必要とされています。甲

の現在の特定建設業の許可の有効期限は 2017 年 12 月ですが、甲が特段の対応を

とらず一定の財産的基礎を満たさないと判断された場合には、特定建設業の許可

の更新ができず、当該事業の遂行に重大な悪影響を与える可能性があります。 

以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況

が存在しています。  

甲グループは当該状況を解消すべく、海外原子力事業のリスクを遮断する目的

で、マジョリティ売却等による非連結化も視野に、WECの再編検討を行っていまし

たが、米国時間 2017年３月 29日に、WECグループは、連邦倒産法に基づく再生手

続を破産裁判所に申し立てました。甲としては、裁判所の管轄のもと、WECグルー

プと電力会社を含む利害関係者との適切な調整を図りながら米国原子力発電所建

設プロジェクトに関する関係会社間での合意形成を探っていくことが WEC グルー

プの事業の再生には不可欠であり、申し立てによる WEC グループの非連結化は、

海外原子力事業のリスクを遮断することを目指す甲の方針にも合致していると判

断しています。 

また、メモリ事業については、機動的かつ迅速な経営判断体制の整備と借入金

の返済原資の確保並びに連結株主資本及び連結純資産の回復のために、マジョリ

ティ譲渡を含む外部資本の導入を進めています。当該譲渡を円滑に進めるため、

2017年３月 30日に開催した臨時株主総会において、甲と甲の完全子会社である東

芝メモリ株式会社の間の吸収分割契約について承認を得て、2017 年４月１日付で

メモリ事業を分社化しました。2017年６月 13日時点では、譲渡先の選定プロセス

を進めています。 

上記のほかにも、資産の保有意義を聖域なく見直し、また、社会インフラ事業

を中心として事業計画を着実に実行することで財政状態の改善を図ります。そし

て、借入先金融機関からの支援・協力を継続して得るべく、誠実に説明を重ね、

期限の利益喪失の権利行使に対する放棄(Waive)、コミットメントライン契約枠の

更新・増枠といったお願いを真摯に行っていきます。また、甲は、社会インフラ



 

事業、エネルギー事業、ICTソリューション事業を会社分割により分社化し、特定

建設業等の許認可維持の事業継続性も踏まえた最適な体制を確立する方針です。 

しかしながら、上記対応策の大半は進行中であるため、甲には継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。  

 

17．四半期レビュー報告書の結論不表明 

 甲は、2017年４月 11日、独立監査人である PwC あらた有限責任監査法人から、

2016年度第３四半期の四半期連結財務諸表について、結論を表明しない旨の四半

期レビュー報告書を受領いたしました。 

 なお、2016年度第 1四半期及び第 2四半期の四半期連結財務諸表につきまして

も、結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書をそれぞれ受領いたしました。 

 

18．仏法人 ENGIE社からのニュージェネレーション社出資持分の取得 

   甲の連結子会社であるニュージェネレーション社（以下「NuGen社」といいます。）

の株式は、甲グループが 60％、仏法人 ENGIE社（以下「ENGIE社」といいます。）

が 40％を保有しており、甲と ENGIE社は株主間契約を締結しています。上述のと

おり、米国現地時間 2017年３月 29日に WECが連邦倒産法に基づく再生手続を申

し立てましたが、当該申立が株主間契約に定められた甲の帰責事由に該当するこ

とから、甲は仏現地時間 2017年 4月 3日に、当該規定に基づき、ENGIE社から同

社が保有する NuGen社の株式すべてを甲に売却する旨の通知を受領しました。甲

は、約 153億円で ENGIE社が保有する NuGen社の株式すべてを取得します。なお、

株式の取得時期及び取得条件については、株主間契約に基づき、今後当該契約の

当事者である ENGIE社、WEC及び NuGen社と協議を進めていきます。 

 

19.2016年度通期業績見通しの公表 

   甲は、2017年 5月 15日、2016年度通期業績見通しを公表しました。現時点では

決算手続が完了しておらず、2016年度通期決算発表については、甲グループ全体の

決算手続完了の見込みが付き次第、速やかに実施します。 

   なお、2016年度の計算関係書類につきましては、後日開催する予定の臨時株主総

会において報告等を予定しています。 

 

20.社内カンパニーの吸収分割 

甲は、2017年５月 30日、それぞれ以下の吸収分割契約を締結しました。 

(1)東芝電機サービス株式会社との間で、同年７月１日を効力発生日として、甲

のインフラシステムソリューション社の営む事業に関する権利義務の一部

を東芝電機サービス株式会社に承継させる、吸収分割に係る吸収分割契約 



 

(2)東芝デバイス＆ストレージ株式会社との間で、同年７月１日を効力発生日と

して、甲のストレージ＆デバイスソリューション社の営む事業に関する権利

義務の一部を東芝デバイス＆ストレージ株式会社に承継させる、吸収分割に

係る吸収分割契約 

(3)東芝ソリューション株式会社との間で、同年７月１日を効力発生日として、

甲のインダストリアル ICTソリューション社の営む事業（ただし、情報シス

テム部が営む事業、ソフトウェア＆AIテクノロジーセンター企画管理部が営

む事業、ソフトウェア＆AIテクノロジーセンターが営む事業のうちコーポレ

ート研究開発機能を除きます。）に関する権利義務の一部を東芝ソリューシ

ョン株式会社に承継させる、吸収分割に係る吸収分割契約 

また、甲は、2017年５月 31日、東芝エネルギーシステムズ株式会社との間で、

同年 10月１日を効力発生日として、甲のエネルギーシステムソリューション社が

営む事業（但し、ランディス・ギア統括部及び電力・社会システム技術開発セン

ターが営む事業を除きます。）及び原子力事業統括部が営む事業（但し、WEC監督

部が営む事業を除きます。）に関する権利義務の一部を東芝エネルギーシステムズ

株式会社に承継させる、吸収分割に係る吸収分割契約を締結しました。 

 

以 上 


