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業務用カメラ事業に係る吸収分割契約（簡易吸収分割）の締結について
当社は、本日、当社の医療機器向けを含む業務用カメラ事業（以下「本件事業」）を東芝メディカルシ
ステムズ株式会社（以下「TMSC」
）に吸収分割（以下「本吸収分割」）により承継させる吸収分割契約を
締結しましたので、下記のとおりお知らせします。
なお、本会社分割は、会社法第 784 条第２項に定める会社分割に該当するため、開示事項・内容を一
部省略しております。
記
1． 本吸収分割の目的
2016 年３月 17 日付で決定した TMSC 株式の売却の一環として、本件事業を TMSC に吸収分割により承
継させることとし、製造設備の移設スケジュール等を勘案し、本年 10 月１日を効力発生日といたしま
した。本吸収分割により TMSC は、当社の本件事業のカメラ映像処理技術等と TMSC における画像診断
事業との融合により事業領域を拡大させ、もって新規事業領域の開拓やコンポーネント事業の強化を
図ります。
2． 本吸収分割の要旨
（1） 本吸収分割の日程
本吸収分割に関する当社の機関決定日

2016 年８月 24 日

吸収分割契約締結日

2016 年８月 24 日

吸収分割の効力発生日

2016 年 10 月１ 日

（注）本吸収分割は、会社法第 784 条第２項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社にお
いては吸収分割契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

（2） 本吸収分割の方式
当社を吸収分割会社とし、TMSC を吸収分割承継会社とする吸収分割方式です。
（3） 本吸収分割に係る割当ての内容
当社は、TMSC から本吸収分割の対価として 12,703 百万円の金銭の交付を受ける予定です。
（4） 本吸収分割に伴う新株予約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） 本吸収分割により増減する資本金
本吸収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
TMSC は、原則として、本件事業のみに属する資産、契約上の地位等を承継します。なお、本
吸収分割により、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 TMSC に承継されず、当該従業員は、TMSC に出向することを基本とします。
（7） 債務履行の見込み
本吸収分割の効力発生日以後に弁済期が到来する TMSC の債務について、履行の見込はあるも
のと判断しています。
3.

本吸収分割に係る割当ての内容の算定の考え方
対価の価値算定は、公平性・独立性を確保する手法により第三者算定機関により行われ、上記金額に
て合意に至りました。

4. 本吸収分割の当事会社の概要
分割会社
（1）名称

株式会社東芝

承継会社
東芝メディカルシステムズ株式会
社

（2）所在地

東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

栃木県大田原市下石上 1385 番地

（3）代表者の役職・氏名

代表執行役社長 綱川 智

代表取締役社長 瀧口 登志夫

（4）事業内容

エネルギーシステムソリューシ

医療用機器、医療情報システムの

ョン、インフラシステムソリュー

開発、設計、製造、販売、保守

ション、リテール＆プリンティン
グソリューション、ストレージ＆
デバイスソリューション、インダ
ストリアル ICT ソリューション及
びその他部門に係る事業
（5）資本金

200,000 百万円

20,700 百万円

（6）設立年月日

1904 年６月 25 日

1948 年９月 23 日

（7）発行済株式数

(普通株式)4,237,602,026 株

(A 種種類株式)20 株
(B 種種類株式)1 株
(C 種種類株式)134,980,060 株

（8）決算期

３月 31 日

３月 31 日

（9）従業員数

168,615 人（連結）

4,571 人（単体）

（10）主要取引銀行

㈱みずほ銀行

㈱三井住友銀行

㈱三井住友銀行

㈱三菱東京 UFJ 銀行

三井住友信託銀行㈱

三井住友信託銀行㈱

㈱三菱東京 UFJ 銀行

㈱りそな銀行

JP MORGAN CHASE BANK 380055

MS ホールディング㈱

（11）大株主及び持株比率

4.38%

100%

(議決権比率)

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

3.37%

東芝持株会

3.07%

日本トラスティ・サービス信託銀
行㈱（信託口）

2.75%

第一生命保険㈱

2.72%

（12）直前事業年度の財政状
態及び経営成績
純資産

672,258 百万円（連結）

63,471 百万円（単独）

総資産

5,433,341 百万円（連結）

249,789 百万円（単独）

1 株当たり株主資本

77.67 円（連結）

3,022,468,190.19 円（単独）
（注）

売上高

5,668,688 百万円（連結）

291,310 百万円（単独）

営業利益

△708,738 百万円（連結）

8,223 百万円（単独）

経常利益
当期純利益
1 株当たり当期純利益

－

21,610 百万円（単独）

△460,013 百万円（連結）

16,378 百万円（単独）

△108.64 円（連結）

779,938,473.76 円（単独）(注)

（注）1. 分割会社の従業員数は 2016 年６月 30 日現在、承継会社の従業員数は 2016 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 2016 年３月 31 日現在の状況です。
3. 承継会社の１株当たり株主資本及び１株当たり当期純利益は、2016 年３月 31 日現在の発行済
株式総数(自己株式を除く)により算出しています。
5. 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）
ライフサイエンス事業統括部ビデオセンシング推進部が行っている医療機器向けを含む業務
用カメラ事業

（2） 分割する部門の経営成績（単独）
売上高 3,936 百万円（2016 年３月期実績）
（3） 分割する資産、負債の項目及び金額（単独）
負債

資産
項目

帳簿価格（百万円）

項目

帳簿価格（百万円）

流動資産

327

流動負債

0

固定資産

104

固定負債

0

合計

431

合計

0

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は 2016 年８月現在の分割時の見込み額であ
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。
6. 本吸収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。
7．今後の見通し
本吸収分割により約 123 億円の利益（税引前）が 2017 年３月期に計上される見込みですが、本件は、
本年５月 12 日に公表した 2017 年３月期通期業績予想に織り込み済みです。
（参考）
当期連結業績予想（2016 年５月 12 日公表分）及び前期連結実績
売上高
当期業績予想

営業利益

継続事業

当社株主に帰属

税引前当期純利益

する当期純利益

5,100,000 百万円

120,000 百万円

85,000 百万円

100,000 百万円

5,668,688 百万円

△708,738 百万円

△633,145 百万円

△460,013 百万円

（2017 年３月期）
前期連結実績
（2016 年３月期）

以上

