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2018年３月 30 日 

各  位 

会 社 名  株式会社 東芝 

東京都港区芝浦１－１－１ 

代表者名   代表執行役社長 綱川 智 

   (コード番号：6502 東、名) 

問合せ先   執行役常務 長谷川 直人 

Tel: 03-3457-2100 

 

当社子会社による原子燃料工業株式会社の株式の追加取得について 

 

当社は、当社子会社の東芝エネルギーシステムズ株式会社（以下、ESS）が、住友電気工業

株式会社（以下、住友電工）及び古河電気工業株式会社（以下、古河電工）が各々24%を保有

する原子燃料工業株式会社（以下、原燃工）の株式 48%を、ESS にて取得することを決定し、

本日、ESS が住友電工、古河電工各々と株式譲渡契約を締結したことをお知らせします。 

当社は、2017 年 10 月 31 日付「連結子会社の株式譲渡に関するウェスチングハウス社との

合意に関するお知らせ」にて、ウェスチングハウスエレクトリック英国ホールディング社（以

下、WECUKH）が保有する原燃工の株式 52%を ESS が取得する旨合意したことをお知らせして

おり、WECUKH からの譲渡手続きも現在進めておりますが、WECUKH、住友電工、古河電工から

の株式譲渡（以下、全ての株式譲渡）は、いずれも 2018 年度第 1 四半期までに完了予定であ

り、完了後、原燃工は当社の 100%連結子会社となる予定です。 

 

記 

 

１．追加取得の経緯  

原燃工は 1972 年に住友電工及び古河電工の折半出資会社として設立以降、国内の原子力

発電所に原子燃料を安定的に供給してまいりました。2009 年に WECUKH が原燃工株式 52%を

取得した際に同社は当社の連結対象子会社となりましたが、2017 年３月 29 日に WECUKH の親

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)）が ウェスチ

ングハウスグループの他の米国法人とともに米国連邦倒産法 11 章に基づく再生手続を申し

立てたことにより、2016 年度通期決算より当社の連結対象から外れておりました。 

WECUKH は、再生手続における事業再生の一環として、ブルックフィールド・ダブリューイ

ーシー・ホールディング社（Brookfield WEC Holdings LLC）に譲渡される予定ですが、国内

に事業基盤を有する原燃工は、ESS が経営に関与することが適切と判断し、必要な条件が満

たされた場合には、WECUKHから ESS が原燃工株式 52%を取得することを、WECUKH と合意して

おり、これまで、譲渡完了に向け手続を進めております。 

ESS による原燃工株式 52％の取得に関する合意に合わせて、住友電工及び古河電工と、同

社らが保有する原燃工株式 48%の譲渡条件を協議した結果、合意に至りました。 

ESS は、住友電工及び古河電工が保有する株式全てを追加で取得することにより、原燃工

を 100%連結子会社と致します。 
  

２．対象会社の概要 

(1)名称 原子燃料工業株式会社 
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(2)所在地 東京都品川区東品川２丁目２番４号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北川 健一 

(4)事業内容 軽水炉（PWR／BWR）用原子燃料の開発・設計及び製造 

軽水炉（PWR／BWR）の炉心管理サービス 

新型炉 HTRその他研究炉用燃料の開発・設計及び製造 

原子燃料サイクル関連技術開発  

原子燃料関連検査装置等の設計、製作 

電子線照射サービス（滅菌／材料改質等） 

(5)資本金 10 億円 

(6)設立 1972 年 7 月 

(7)大株主及び持株比率 WECUKH 52%、住友電気工業株式会社 24%,  

古河電気工業株式会社 24% 

(8)当事会社の関係  資本関係 当社は、間接的に原燃工株式の 52％を保

有しておりますが、同社は、TNEHUK の米

国連邦倒産法 11 章に基づく再生手続の申

し立てにより、現在、当社連結対象子会社

からは外れております。 

 人的関係 当社及び ESS と原燃工との間には、記載

すべき人的関係はありません。 

 取引関係 当社と原燃工との間には、記載すべき取

引関係はありません。ESS と原燃工との間

には、取引関係がありますが、その額は僅

少です。 

(9)当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

（単位：百万円） 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 

純資産 12,470 11,034 5,058 

総資産 31,340 28,826 24,814 

売上高 7,310 8,098 7,838 

営業利益 ▲936 ▲1,611 ▲839 

経常利益 ▲1,495 ▲1,498 ▲757 

当期純利益 ▲2,045 ▲1,406 ▲5,960 

 

３．株式取得の相手先の概要 

(1)名称 住友電気工業株式会社 

(2)所在地 大阪市中央区北浜四丁目５番 33号（住友ビル） 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井上 治 

(4)事業内容 自動車関連事業 

情報通信関連事業 

エレクトロニクス関連事業 

環境エネルギー関連事業 

産業素材関連事業 

(5)資本金 99,737 百万円（2017 年 3 月末時点） 

(6)創業 1897年４月 

(7)純資産 1,626,502 百万円 

(8)総資産 2,903,584 百万円 

(9)大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7.70% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.24% 
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日本生命保険相互会社 3.11% 

(10)当事会社の関係  資本関係 当社及び ESS と住友電工との間には、  

記載すべき資本関係はありません。 

 人的関係 当社及び ESS と住友電工との間には、  

記載すべき人的関係はありません。 

 取引関係 当社及び ESS と住友電工との間には、取

引はありますが、その額は僅少です。 

 関連当事者への該当

状況 

当社及び ESS の関連当事者には該当しま

せん。 

 

(1)名称 古河電気工業株式会社 

(2)所在地 東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 敬一 

(4)事業内容 インフラ 

電装エレクトロニクス 

機能製品 

サービス・開発等 

(5)資本金 69,395 百万円（2017 年３月末時点） 

(6)設立 1896 年 6 月 25 日 

(7)純資産 237,051 百万円 

(8)総資産 750,126 百万円 

(9)大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7.88% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.02% 

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口  

再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 3.42% 

(10)当事会社の関係  資本関係 当社及び ESS と古河電工との間には、  

記載すべき資本関係はありません。 

 人的関係 当社及び ESS と古河電工との間には、  

記載すべき人的関係はありません。 

 取引関係 当社及び ESS と古河電工との間には、取

引関係がありますが、その額は僅少です。 

 関連当事者への該当

状況 

当社及び ESS の関連当事者には該当しま

せん。 

 

４．取得株式数の状況 

（１）現時点の所有株式数 

取得前の所有株式数 0株（所有割合：0.0％） 

 

（２）WECUKH から取得する株式数 

取得予定の株式数 1,040,000 株（所有割合：52.0％） 

取得対価（予定） 1米ドル 

 

（３）住友電工から取得する株式数（本適時開示の範囲） 

取 得 株 式 数 480,000 株（所有割合：24.0％） 

取 得 の 対 価 1米ドル 
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（４）古河電工から取得する株式数（本適時開示の範囲） 

取 得 株 式 数 480,000 株（所有割合：24.0％） 

取 得 の 対 価 1米ドル 

 

全ての株式取得後の

所 有 株 式 数 
2,000,000 株（所有割合：100.0％） 

＊全ての株式取得に係るアドバイザリー費用等が 62 百万円発生。 

 

５．日程 

（１）WECUKH からの取得 

社内決裁日： 2017 年 11 月 16 日 

契約締結日： 2017 年 11 月 23 日 

譲渡実行日： 2018 年６月末までに（予定） 

 

（２）住友電工、古河電工からの取得 

社内決裁日： 2018 年３月 27 日 

契約締結日： 2018 年３月 30 日 

譲渡実行日： 2018 年６月末までに（予定） 

 

６．今後の見通し 

全ての株式譲渡は、2018 年度第 1 四半期中に完了予定です。完了により原燃工は当社連結

対象となる予定です。なお、当社が 2018 年 2 月 14 日付で公表した 2017 年度通期連結業績

見通しには変更がございません。また 2018 年度における業績影響については、現在精査中で

すが、開示すべき事項が発生しましたら、速やかに開示します。 

 

以 上 


