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2019年 2月 27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、2019年 2月 25日付で東芝インフラシステムズ

株式会社（本店：神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34、代表取締役：秋葉 慎一郎）（以下、「乙」

といいます。）と吸収分割契約を締結し、2019年 4月１日を効力発生日として、効力発生日におい

て①乙の電池システム統括部が営むリチウムイオン二次電池（SCiBTM）の開発・製造・販売事業、

②乙の産業システム統括部が営むリチウムイオン二次電池（SCiBTM）の開発・製造・販売事業（た

だし、SCiBTMを活用した蓄電システムの開発・製造・販売事業は除く。）、③その他①②に付随する

事業に係る権利義務及び乙が所有する①東芝エレベータ株式会社株式、②東芝ライテック株式会

社株式、③東芝キヤリア株式会社株式を甲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 794 条第１項及び会社法施行規則第 192 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 794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がないことの相当性に関する事項（会社

法施行規則第 192条第１号） 

乙は甲の完全子会社であるため、本件分割に際し、甲は乙に対して新株式の発行その他対

価の交付は行いません。 

 

３. 吸収分割会社に関する事項（会社法施行規則第 192条第 4号） 

（１）吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等（会社法施行規則第 192条第 4号イ） 

乙の最終事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月 31日）に係る計算書類等は、別紙

２のとおりです。 

 

（２）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 192 条第

4号ハ） 

乙において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象はありません。 

 

４. 吸収分割承継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 192 条

第 6号イ） 

別紙３のとおりです。 
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５. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継会社の債務（会社法第 799 条第 1 項の

規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限

る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 192条第 7号） 

甲の直近事業年度末現在の貸借対照表における資産の額は約 1,733,717 百万円、負債の額

は約 1,685,301百万円です。 

本件分割により甲が乙から承継する資産及び負債の見込額は、約 50,700 百万円及び約

11,200百万円であり、本件分割の効力発生日における甲の資産の見込額は負債の見込額を上

回っています。また、甲の今後の事業活動において、その負担する債務の履行に支障を及ぼ

す事態の発生は現在予想されておりません。 

以上より、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

あると判断しております。 

以上 
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別紙１（吸収分割契約書） 
 

吸収分割契約書 

 

東芝インフラシステムズ株式会社（以下、「甲」という。）と株式会社 東芝（以下、「乙」という。）と

は、甲の本件事業（第 2 条に定義する。）及び本件株式（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、2019 年 2 月 25 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：東芝インフラ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 

(2) 吸収分割承継会社 

商号：株式会社 東芝 

住所：東京都港区芝浦一丁目 1番 1 号 

 

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 6 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及び甲が所有する以下に規定する株式（以下、「本件株式」と総称する。）

を乙に承継させ、乙はこれを承継する。 

（1）本件事業 

①甲の電池システム統括部が営むリチウムイオン二次電池（SCiBTM）の開発・製造・販売事業 

②甲の産業システム統括部が営むリチウムイオン二次電池（SCiBTM）の開発・製造・販売事業

（ただし、SCiBTM を活用した蓄電システムの開発・製造・販売事業は除く。） 

③その他前二号に付随する事業 

（2）本件株式 

 ①東芝エレベータ株式会社株式 

 ②東芝ライテック株式会社株式 

 ③東芝キヤリア株式会社株式  

  

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対価） 

乙は、本吸収分割に際して、株式の発行その他対価の交付は行わない。 

 

第 5条（株主総会） 
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1. 甲は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、本契約につき株主総会の決議による承認を経るこ

となく本吸収分割を実施する。 

2. 乙は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、本契約につき株主総会の決議による承認を経るこ

となく本吸収分割を実施する。 

 

第 6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、2019年 4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 7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 8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 9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 10 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 11 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 12 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。 

 

 

2019年 2月 25日 

 

甲：神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34 

    東芝インフラシステムズ株式会社 

  代表取締役社長 秋葉 慎一郎 

 

乙：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 
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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、以下に規定するとおりとする。 

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。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。 

甲の次の勘定科目に計上される資産 

① 受取手形 

② 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。 

甲の次の勘定科目に計上される負債 
① 支払手形 

② 未払法人税等 

③ 販売消費税 

 

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。 
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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。）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 
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別紙２（吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等） 

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

第 31期事業報告 

事業報告の附属明細書 

貸借対照表 

損益計算書 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

計算書類に係る附属明細書 

監査報告書 

独立監査人の監査報告書 











































































別紙３（吸収分割承継会社の最終事業年度末日後に生じた重要な後発事象） 

 

１．エルシーコラテラルエスピーヴィ社の持分の譲渡 

 乙は、WECが取引する金融機関のために担保提供を行う等、資金の管理運用を目的として

設立した乙の連結子会社であるエルシーコラテラルエスピーヴィ社(以下、「LCC社」とい

う。)の全持分を拠出担保額の将来の返金実現の不確実性及び返金時期の不透明性排除の観

点から米国法人LC SPV ACQUISITION LLC(以下、「LSA社」という。)へ譲渡する契約を2018年

１月17日(米国現地時間)に締結しました。譲渡完了のために必要なすべての手続を完了し、

2018年４月２日(米国現地時間)に全持分の譲渡が完了しました。本持分の譲渡価格は100百

万米ドル(約106億円)であり、当持分譲渡に係る売却益は、2018年度第１四半期連結会計期

間に計上しました。 

 なお、最終的な譲渡先は、LSA社からLSA社と同じ米国法人The Baupost Group LLC 傘下

の米国法人ALKYRIS CAPITAL L.L.C.(以下、「ALKYRIS社」という。)へ変更となりました。こ

の変更は、LSA社がLCC社譲渡契約上の権利及び義務をALKYRIS社に譲渡したことに伴う変更

であり、譲渡契約における乙の履行義務、責任範囲の変更は一切ありません。今回の譲渡完

了により、LCC社は乙グループの連結子会社の範囲から除外されます。 

 

２．東芝病院事業の譲渡 

 乙は、地域のニーズに沿った医療への貢献をより一層実現させるために、2017年11月30日

に東芝病院にかかる事業の全部をカマチグループに所属する医療法人社団緑野会に譲渡す

る事業譲渡契約を締結しました。本契約締結を受け、医療法に基づく承継後の病院開設及び

使用許可取得などの必要な手続を進めた結果、2018年４月１日に本譲渡は完了しました

(2018年３月末時点の譲渡事業の資産及び負債はそれぞれ約37億円、約15億円)。本件譲渡価

額は、約275億円であり、当事業譲渡に係る売却益 約253億円は、2018年度第１四半期連結

会計期間に計上しました。 

 

３．東芝メモリ㈱の株式譲渡 

 乙は、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るため、ベインキャピタル社を軸とする企業コンソーシアムにより組

成される買収目的会社である株式会社Pangea(以下、「譲受会社」という。)に対して、乙の

連結子会社である東芝メモリ㈱(以下、「TMC」という。)の全株式を譲渡する旨の株式譲渡契

約を譲受会社と締結しました。これを受けて譲渡完了に必要となる各規制当局への対応等

を進めてきました。2018年５月17日、譲渡実行の主要前提条件のひとつであった各国競争法

当局の承認を全て取得しました。本件株式譲渡の実行にむけて譲受会社とともに必要な手

続を進めた結果、2018年６月１日に、譲渡完了しました。本件譲渡価格は約２兆３億円であ

り、譲渡にかかる売却益は約9,700億円となります。また、乙は譲受会社へ再出資(3,505億



円)を実施しました。これにより乙の実質的な出資持分比率は40.2％となり、譲受会社及び

TMCは乙の持分法適用会社となりました。当株式譲渡にかかる会計処理は、2018年度第１四

半期連結会計期間に実施しました。 

 なお、乙は、譲受会社がTMCの株式購入資金等を調達するために金融機関と締結するロー

ン契約に関して、乙が保有する譲受会社の全株式を担保として差し入れています。 

 

４．債務超過解消による猶予期間の解除 

 乙は、2017 年３月期において債務超過の状況となり、株式会社東京証券取引所及び株式

会社名古屋証券取引所（以下、「両取引所」という。）における上場廃止に係る猶予期間入り

銘柄となりましたが、2018年６月 27日、有価証券報告書を関東財務局長に提出し、2018年

３月期において債務超過を解消したことにより、両取引所において猶予期間入り銘柄から

解除されました。 

 

５．貸借対照表の資本金の額及び資本準備金の減少並びにその他資本剰余金の処分 

 日本の会社法の規定に基づき、甲は、欠損てん補を行うため、2018 年５月 15 日開催の取

締役会において、甲の貸借対照表の資本準備金の額の減少（299,999 百万円）及びその他資

本剰余金の処分（758,687 百万円）（資本準備金及び資本金の額の減少により増加した額を

含む）を決議しました。また、2018 年６月 27 日開催の第 179 期定時株主総会において、

甲の貸借対照表の資本金の額の減少（299,999 百万円）について承認されました。その後、

債権者保護手続を経て、2018 年７月 31 日に、当該資本金の額及び資本準備金の額の減少、

その他資本剰余金の処分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。 

 

６．Brookfield によるウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社グループの取得手

続完了 

 甲は、米国連邦破産法第 11 章に基づく Brookfield Business Partners LP（以下、

「Brookfield」という。）の関連会社による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」という。）グループの取得手続が、米国時間 2018 年８月１日付で完了し

たことを把握しました。甲は、2017 年３月 29 日に WEC グループが米国連邦破産法第 11

章に基づく再生手続を申請したことを受け、同社事業に関して提供していた親会社保証額

に相当する損失の引当を 2016 年度に計上していました。その後、甲は、米国原子力発電所

建設プロジェクトに係る親会社保証について一括支払を行っていましたが、そのほか、これ

までに行使されなかった親会社保証については、Brookfield 関連会社による WEC グルー

プの取得手続の完了により、今後の損失発生の蓋然性が低いと見込まれること、また、今後

の保証の履行により生じる損失は Brookfield 関連会社に補償を求めることが可能となった



こと等から、2018 年度第２四半期連結会計期間に関連する引当金の戻入益 396 億円を計上

しました。 

 

７．単元株式数の変更及び株式併合 

 甲は、2018 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 27 日開催の第 179 期定

時株主総会に、株式併合に係る議案を付議することを決議しました。併せて、本株主総会に

おいて株式併合に係る議案が承認されることを条件として、単元株式数の変更を行うこと

を決議しました。株式併合に係る議案は、同株主総会において承認されました。これにより、

2018 年 10 月 1 日をもって単元株式数が 1,000 株から 100 株に変更となり、普通株式につ

いて 10 株を 1 株に併合するとともに、発行可能株式数が 10,000,000,000 株から

1,000,000,000 株に変更となりました。 

 

８．東芝クライアントソリューション㈱の株式譲渡 

 甲は、パソコン事業のグローバル市場における競争力と企業価値を高め、事業を継続的に

発展させていくため、2018 年 6 月 5 日、甲の連結子会社である東芝クライアントソリュー

ション㈱(以下「TCS」という。)の発行済株式の 80.1％をシャープ株式会社(以下「シャー

プ」という。)に譲渡することを決定し、シャープとの間で株式譲渡契約を締結しました。

本契約締結を受け、政府許認可などの必要な手続きを進めた結果、2018 年 10 月 1 日に譲

渡完了しました。 

 甲は、本譲渡に伴い、付随費用も含め 2018 年度中に連結税引前損益ベースで約 11 億円

の売却損等を計上する見込みです。なお、2018 年度第 2 四半期の甲単独（個別）決算にお

いて TCS に係る関係会社株式評価損として約 160 億円を特別損失に計上しました。連結決

算にて消去されるため連結業績への影響はありません。 

 

９．東芝メモリ株式会社の株式譲渡契約に基づく補償義務の履行 

 甲は、東芝メモリ株式会社（以下「TMC」という。）（注１）より、東芝メモリ株式会社

（注２）の株式譲渡（以下、本項において「本件株式譲渡」という。）に関する契約（以下、

本項において「本件株式譲渡契約」という。）の補償条項（以下、本項において「補償条項」

という。）に基づき、損失額合計約 82 百万米ドル（約 93.1 億円）の補償請求（注３）を受

けたため、当該額を支払い、2018 年度第 2 四半期に損失として計上しました。 

（注１）TMC は、Bain Capital Private Equity, LP（そのグループを含む）を軸とす

る企業コンソーシアムにより組成される買収目的会社である株式会社 Pangea（以下「譲

受会社」という。）が（旧）東芝メモリ株式会社を 2018 年 8 月 1 日付で吸収合併し、社

名を変更した会社を指します。 

（注２）TMC に吸収合併され消滅会社となった（旧）東芝メモリ株式会社を指します。 

（注３）甲は、TMC より、本件株式譲渡契約上の、甲が補償義務を有する損失に該当



する、台湾 Macronix International Co., Ltd.（以下「マクロニクス社」という。）との米

国国際貿易委員会（以下「ITC」という。）による調査並びに米国及び台湾における特許

訴訟に関わるTMCに生じる損失につき補償請求を受けたものです。マクロニクス社は、

甲、甲の子会社及び TMC に対して、NAND 型フラッシュメモリ及びこれを含む製品に

関する特許侵害を主張し、ITC、米国連邦地裁及び台湾知的財産裁判所へ輸入差止め請

求及び損害賠償請求を申し立て、2018 年 10 月 9 日（米国時間）付で ITC による最終決

定が下されましたが、甲、TMC 及びマクロニクス社の 3 社間で、全請求の取下げにつき

合意し和解に至っております。 

 

１０．臨時決算書類の作成  

甲は、2018 年 11 月 8 日開催の取締役会において、2018 年 9 月 30 日を基準日として、

臨時決算書類の作成（臨時決算）を行い、2018 年度第二四半期累計年度（2018 年 4 月 1 日

～2018 年 9 月 30 日）の期間損益を分配可能額に算入しました。臨時決算の概要は以下の

とおりです。 

  （単位：億円） 

科 目 金 額  

資 産 合 計 26,574 2018年９月 30日現在 

純 資 産 合 計 13,737  

利 益 剰 余 金 11,700  

売 上 高    223 2018年４月１日から 

営 業 利 益  ▲183 2018年９月 30日まで 

経 常 利 益    270  

臨 時 期 間 純 利 益 13,258  

（注４）臨時決算日時点の分配可能額は 1兆 1,679億円です。 

 

１１．全社変革計画「東芝 Next プラン」 

 甲は、2018 年 11 月 8 日開催の取締役会において、甲グループの全社変革計画として策

定した「東芝 Next プラン」を実行していく旨、決議いたしました。 

 

１２．自己株式の取得 

 甲は、2018 年 11 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項、第 156 条第

1 項及び定款第 33 条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議しました。その内

容は以下のとおりです。 

 

① 取得対象株式の種類   甲普通株式 

② 取得し得る株式の総数  2 億 6 千万株（上限） 



（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合約

40%） 

③ 株式の取得価額の総額  7,000 億円（上限） 

④ 取得期間        2018 年 11 月 9 日から 2019 年 11 月 8 日まで 

⑤ 取得方法        東京証券取引所における市場買付け（注） 

（注）自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け及び取引一任契約

に基づく立会取引市場における市場買付け 

 

なお、上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2019 年 1 月 31 日現在）は

以下のとおりです。 

 （１）取得した株式の総数 92,374,000 株 

 （２）取得価額の総額   337,532,977,406 円 

 

１３．米国産液化天然ガス（LNG）に係る事業からの撤退及び東芝アメリカ LNG コーポレ

ーション社株式の譲渡 

 甲は、甲グループによる米国産液化天然ガス（LNG）に係る事業（以下「LNG 事業」と

いう。）から撤退し、甲連結子会社である東芝アメリカ LNG コーポレーション社（以下「TAL

社」という。）の発行済株式の全てを中国 ENN Ecological Holdings Co., Ltd.（以下「ENN」

という。）に譲渡する旨の株式譲渡契約を ENN と締結することを 2018 年 11 月 8 日開催の

取締役会で決議し、同日、契約を締結しました。併せて、株式譲渡の完了と同時に、甲グル

ープ会社間で締結しています LNG 事業に係る各契約、甲グループと顧客との間で締結して

いる取引契約等、甲グループによる LNG 事業に係る全ての契約を ENN 及びその関係会社

に移管（株式譲渡と併せ、以下「本件譲渡」という。）することで合意し、2019 年 3 月 31

日までに本件譲渡を完了させて、LNG 事業から撤退することを目指します。 

 本件契約に基づき、甲連結子会社である東芝アメリカ社が保有する TAL 社の全株式を

ENN（ENN の買収特別目的会社）に対価 15 百万米ドル（約 17 億円）で譲渡します。ま

た、本件契約において、乙は、株式譲渡の完了と同時に乙が現在 TAL 社と締結している LNG

全量引取基本合意書を ENN に譲渡し、乙が当該合意書に基づき TAL 社に対して負ってい

る LNG 引取義務一切から免責されることを予定しており、当該引取義務の引き受けに対す

る一時金費用として、乙は ENN に対し、821 百万米ドル（約 930 億円）を支払います。こ

の他、乙が顧客と締結している既存の LNG 販売契約についても当該顧客の同意を条件とし

て ENN に移管する予定であり、当該契約の経済的価値も前述の一時金費用に反映していま

す。仮に顧客の同意が得られない場合、乙と ENN は当該顧客との LNG 販売契約と同じ条

件で LNG を売買する契約を締結し、乙に損益及びオペレーションが発生しないように手当

てすることを合意しています。 

 甲は、現在 TAL 社の液化契約上の義務に対し親会社保証（以下「甲保証」という。）を



FLIQ3 に提供しており、甲保証は残存することが見込まれます。仮に本件譲渡完了後にTAL

社の債務不履行等に起因して FLIQ3 が甲保証を実行した場合には、ENN が補償をする予

定であり、加えて、ENN による信用補完施策として 500 百万米ドル（約 566 億円）の銀行

保証状を甲に差し入れることも条件となっています。ENN が LNG 事業に知見及び顧客基

盤を有していることにも鑑み、これにより甲としては甲保証が残存することに起因するリ

スクの最小化が可能と判断しています。 

 なお、本件譲渡の完了により TAL 社は甲グループの連結子会社の範囲対象から外れる見

込となります。また、甲グループは、本件譲渡に伴い 2018 年度に約 930 億円の損失を計上

する予定です。 

 

１４．英国における原子力発電所新規建設事業からの撤退に伴う海外子会社の解散 

 甲は、甲の原子力事業についての海外建設リスクの遮断という基本方針の下、甲連結子会

社であるニュージェネレーション社（以下「NuGen 社」という。）への新規出資者の募集及

び出資希望者への甲グループ保有株式の売却について検討していました。これまで複数社

との交渉を進めていましたが、2018 年度中の NuGen 社の株式売却完了の見通しが立たな

いこと、及び NuGen 社維持費用の継続負担等を勘案し、経済合理性の観点から、2018 年

11 月 8 日開催の取締役会において、甲は、甲グループによる英国における原子力発電所新

規建設事業からの撤退を決定し、NuGen 社を解散することを決議しました。また、NuGen

社の株式保有を目的とした特定目的会社である甲連結子会社のアドバンスエナジーユーケ

ー社（以下「AEUL 社」という。）についても、NuGen 社解散を以って目的が完了するこ

とからあわせて解散することを同日付で決議しました。今後、2019 年 1 月末日（予定）ま

でに解散の手続きを開始し、現地法令に従い必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定

です。当該子会社の解散及び清算に伴う業績影響は連結税引前損益ベースで約 150 億円の

損失を 2018 年度に計上する予定です。 

なお、AEUL 社については重要性がないため記載を省略しています。 

 

１５．構造改革に伴う早期退職優遇制度の実施 

 甲は、基礎的な収益力の強化に向けた構造改革の一環として、国内における甲及び一部の

甲子会社において早期退職優遇制度を活用することといたしました。 

 早期退職優遇制度は、甲、甲連結子会社の乙、東芝デジタルソリューションズ㈱（以下

「TDSL 社」という。）及びその傘下の一部の子会社に在籍するものを対象とし、対象部門

毎に定める年齢等の条件を満たす者について適用する予定です。対象人員は、約 1,060 人

（甲約 200 人（傘下子会社の一部を含む）、乙約 800 人（傘下子会社の一部を含む）、TDSL

社約 60 人）を予定しています。また、2019 年 3 月末までの退職を前提として、2018 年度

第 3 四半期より、準備が整い次第、順次募集を開始し、早期退職の場合の優遇措置として通

常の退職金に特別退職金を加算して支給し、希望者に対し、再就職支援を行うこととしてい



ます。 

 なお、早期退職優遇制度の実施による特別退職金は、全体で約 139 億円と見込んでおり、

このうち約 94 億円の損失を 2018 年度中に計上する予定です。 

 

１６．剰余金の配当（特別配当） 

 甲は、2018 年 11 月 8 日開催の取締役会において、2018 年 12 月末日を基準日とし、2019

年 2 月 15 日を効力発生日として、1 株当たり 20 円の剰余金の配当（特別配当）を行うこ

とを決議し、2019 年 1 月 31 日開催の取締役会において、配当金総額を 11,447 百万円とす

る決定をいたしました。 

  

１７．自己株式の消却 

 甲は、2018年 12月 17日、効力発生日を2018年12月 25日とし、甲の自己株式 66,095,733

株を消却することを決定しました。 

 

１８．連結子会社のテキサス州原子力プラント建設プロジェクトからの撤退 

 甲グループは、甲連結子会社 Toshiba America Nuclear Energy Corporation（以下、TANE）

を通じ、米国総合発電事業者 NRG Energy, Inc.が設立した事業開発会社の Nuclear 

Innovation North America LLC（以下、NINA 社）に出資を行い、米国における原子力発

電プラント建設プロジェクトである South Texas Project（以下、STP）に参画してまいり

ましたが、2018 年 12 月 31 日（米国時間）に NINA 社は米国にて解散を申請し、同日受

理・承認されました。甲グループは、STP に係る EPC 契約及び繰延融資契約の解除、融資

契約における債権放棄が完了済であり、このたびの NINA 社解散をもって、STP からの撤

退に必要となる手続きが終了したこととなります。なお、今回の撤退手続きの中で、TANE

は、従来より北米にて発電プラント向けタービン・発電機等の機器及びサービスを手掛ける

連結子会社の Toshiba America Energy Systems Corporation に既に吸収合併しておりま

す。 

 甲グループが保有する NINA 社に対する債権及び出資持分のほぼ全額については、2017

年度決算までに貸倒引当金及び減損損失を計上済のため、2018 年 11 月 8 日付で公表しま

した 2018 年度連結業績への影響は軽微であり、業績見通しに変更はありません。 

 

１９．海外子会社の株式譲渡に伴う損失計上 

 甲は、2019 年 2 月 15 日、甲海外子会社の東芝ビジュアルメディアネットワークインド

ネシア社（以下、TVMI）について、現在の現地合弁パートナーである PT. Topjaya Sarana 

Utama（以下、TSU）から同社が保有する TVMI 株式 49%を取得したうえで、インドネシ

アの PT. Berca Indonesia（以下、BI）へ TVMI 株式の 95%を譲渡（以下、本件譲渡）する

ことを決定しました。これに伴い、2018 年度第四四半期（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月



31 日）に連結及び単独でそれぞれ約 20 億円の損失（税引前損益ベース）を計上する見込み

となりました。 

 

２０．部品材料事業の組織再編に伴う同事業の会社分割（簡易吸収分割）による当社完全子

会社への分割承継 

 甲は、甲グループにおける部品材料事業の組織再編に伴い、2019 年 2 月 25 日、甲光触

媒事業を甲子会社である東芝マテリアル株式会社（以下、TMAT）に会社分割により承継さ

せ、併せて、光触媒事業承継後の TMAT の株式及び東芝ホクト電子株式会社（以下、THD）

の株式を東芝デバイス＆ストレージ株式会社（以下、TDSC）に会社分割（以下、併せて本

会社分割）により承継させることを決定し、TMAT 及び TDSC との間で、それぞれ吸収分

割契約を締結しました。なお、いずれも 2019 年 4 月 1 日の効力発生を予定しております。 

 本会社分割に際して、TMAT は普通株式 400 株を、TDSC は普通株式 1,000 株を各々発

行し、そのすべてを承継対象権利義務に代わり、甲に交付します。本会社分割は甲及び甲の

完全子会社を当事者とするものであるため、本会社分割自体が当社の連結業績に与える影

響はありません。 

（注）光触媒とは、光に反応して酸化力が生じ、接触した有機物などを分解する機能を

もった物質のことで、当社の光触媒は酸化タングステンを原料とし、紫外線だけで

なく室内光にも反応して効果を発揮することが特徴です。 

  

以 上 
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