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パソコン事業の再編に係る吸収分割契約の締結について 

 

当社は、2015年 12月 21日付で、パソコン事業の構造改革の一環として、当社のパソコン事業

を、東芝情報機器株式会社(以下「TIE」)に会社分割(以下「本会社分割」)により承継させること

を発表しました。 

本日、本会社分割に係る吸収分割契約を締結しましたので、未定としていた事項などについて、

下記のとおりお知らせします。 

なお、未定としていた事項及び変更した事項については、当該箇所に下線を付しております。

また、本会社分割は、当社グループ 100％子会社を対象とする吸収分割であるため、開示事項・

内容を一部省略しています。 

 

記 

 

１．本会社分割の目的 

当社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 TIE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ります。 

 

２．本会社分割の要旨 

(１)本会社分割の日程 

吸収分割契約締結日 2016年 2 月 19日 

吸収分割の効力発生日 2016年 4月 1日 

(注)本会社分割は、当社においては会社法第 784条第 2項に定める簡易吸収分割に該当し、

TIEにおいては会社法 796 条第 1項に定める略式吸収分割に該当するため、それぞれ吸

収分割契約の承認に関する株主総会を開催しない予定です。 

 

(２)本会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、TIEを吸収分割承継会社とする吸収分割方式です。 

 

(３)本会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割に際して、TIE は当社に対して株式を発行いたしません。 

 

 



 

 

(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いません。 

 

(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 

TIE は、原則として、本件事業(後記４(１)に定義)のみに属する資産、債権債務、契約上の

地位等を承継します。 

なお、本会社分割により、本件事業に従事する当社の従業員に係る雇用契約及びこれに付随

する権利義務は TIEに承継されず、本件事業に主として従事する従業員のうち個別同意を得た

者については、効力発生日に当社から TIEに転籍することを基本とするものとします。 

 

(７)債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以後に弁済期が到来する TIEの債務について、履行の見込みはある

ものと判断しています。 

 

３．本会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 承継会社 

(１)名称 株式会社東芝 東芝情報機器株式会社 

(２)所在地 東京都港区芝浦一丁目１番１号 東京都江東区豊洲五丁目 6 番

15号 

 

(３)代表者の役職・氏名 代表執行役社長 室町 正志 代表取締役社長 影山 岳志 

(４)事業内容 電力・社会インフラ事業、コミ

ュニティ・ソリューション事業、

ヘルスケア事業、電子デバイス

事業、ライフスタイル事業 

パソコン、サーバー及びシステ

ムソリューション商品、サポー

ト、サービス商品等の販売 

(５)資本金 439,901 百万円 1,200百万円 

(６)設立年月日 1904年 6月 25日 1954年 9月 9日 

(７)発行済株式数 4,237,602,026株 2,400,000株 

(８)決算期 3月 31 日 3月 31日 

(９)従業員数 198,741 人(連結) 703人(単体) 

(10)主要取引銀行 ㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

三井住友信託銀行㈱ 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

㈱三井住友銀行 

(11)大株主及び持株比率 JP MORGAN CHASE BANK 380055 

           4.44％ 

日本マスタートラスト信託銀行

㈱(信託口)      3.86％ 

東芝持株会      2.86％ 

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱(信託口)    2.83％ 

第一生命保険㈱    2.72％ 

㈱東芝        100.0％ 

 

(12)直前事業年度の財政状

態及び経営成績 

  

純資産 1,565,357百万円(連結) 1,533百万円(単体) 

総資産 6,334,778百万円(連結) 37,997 百万円(単体) 

1株当たり株主資本 256.01 円(連結) 638.95 円(単体) 

 



 

 

売上高 6,655,894百万円(連結) 97,292 百万円(単体) 

営業利益 170,439 百万円(連結) 209百万円(単体) 

経常利益 ― 138百万円(単体) 

当期純利益 △37,825百万円(連結) △174百万円(単体) 

1株当たり当期純利益 △8.93 円(連結) △72.63 円(単体) 

(注)１．従業員数は 2015年 3月 31日現在の状況です。 

  ２．分割会社の大株主及び持株比率は 2015年 9月 30日現在の状況です。 

３．分割会社の財政状態及び経営成績(営業利益を除く)は、米国会計基準によるものです。 

 

４．分割する事業部門の概要 

(１)分割する部門の事業内容（本件事業） 

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く。 

 

(２)分割する部門の経営成績（単独） 

売上高  5,462 億円(2015年 3月期実績) 

営業利益 △471 億円(2015年 3月期実績) 

 

(３)分割する資産、負債の項目及び金額（単独） 

資産 負債 

項目 帳簿価格（億円） 項目 帳簿価格（億円） 

流 動 資 産 782 流 動 負 債 589 

固 定 資 産 13 固 定 負 債 34 

合 計 795 合 計 623 

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は 2015年 12月末日現在の金額に基づく見込み

額であり、実際に分割される金額は上記と異なることがあります。 

 

５．本会社分割後の分割会社の状況 

分割会社である当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変

更はありません。 

 

６．本会社分割後の承継会社の概要 

名称 東芝クライアントソリューション株式会社 

所在地 東京都江東区豊洲五丁目 6番 15号 

代表者の役職・氏名 現時点では確定していません。 

事業内容 国内、海外におけるパソコン及びシステムソリューショ

ン商品の開発、製造、販売 

資本金 1,200百万円 

決算期 3月 31日 

 

７．今後の見通し 

本会社分割は、当社の 100%子会社を承継会社とする吸収分割であるため、連結業績へ与える

影響はありません。なお、現時点で確定していない事項につきましては確定後お知らせします。 

 

以  上 

 



 

 

(参考) 

当期連結業績予想(2016年 2月 4日公表分)及び前期連結実績 

 売上高 営業利益 税引前 

当期純利益 

当社株主に帰属

する当期純利益 

当期業績予想 

(2016年 3月期) 

6,200,000百万円 △430,000百万円 △400,000百万円 △710,000百万円 

前期実績 

(2015年 3月期) 

6,655,894百万円 170,439 百万円 136,644 百万円 △37,825百万円 

 

 


