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当社メモリ事業の会社分割による分社化の方針の決定について
当社は、2017 年３月 31 日を目途に、当社の社内カンパニーであるストレージ＆デバイスソリ
ューション社のメモリ事業(SSD 事業を含み、イメージセンサ事業を除く。)を会社分割（以下「本
会社分割」
）により分社化する方針を、本日決定しましたので、下記のとおりお知らせします。
本会社分割により移転する資産等につきましては、本会社分割後のメモリ事業の事業運営に支
障のないよう、現在慎重に精査しております。メモリ事業は当社の注力事業であることから、移
転する資産等の多寡にかかわらず、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、本会
社分割では、2017 年３月下旬に当社臨時株主総会を開催し承認決議を取得することを予定してお
ります。上記のとおり移転する資産等の精査中であり、また、
「１．本会社分割の目的」記載のと
おり外部資本の導入を視野に入れており現在様々なスキームを検討していることから未確定な事
項が多いものの、
臨時株主総会の基準日公告等の法定手続や準備作業等に要する時間等を考慮し、
本会社分割の方針を本日決定したものです。
なお、本会社分割は、当社による単独新設分割、又は、新たに当社が設立する完全子会社を対
象とする吸収分割により実施することを想定していることから(単独新設分割の場合における新
設会社又は吸収分割の場合に新たに設立される当社の完全子会社を、以下「新会社」)、開示事項・
内容を一部省略して開示しています。
記
１．本会社分割の目的
当社は、メモリ事業を注力事業領域として位置づけており、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
いくためには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、当社のメモリ事
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、ひいては当社グループの企業価値の最大
化を図ります。
また、当社は、2016 年 12 月 27 日付「CB＆I の米国子会社買収に伴うのれん及び損失計上の
可能性について」にて公表のとおり、当社のグループ会社であるウェスチングハウス社の CB
＆I ストーン＆ウェブスター社の買収に伴うのれんが数十億米ドル規模（数千億円規模）にの
ぼる可能性があります。こののれんの減損損失の可能性を考慮すると、本年３月末までに当社
グループの財務体質強化が必要であり、現在様々な資本対策を検討しています。本会社分割に
おいても、その資本対策として、外部資本の導入を視野に入れています。今後具体的な資本対
策を決定した場合には、改めてお知らせいたします。
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２．本会社分割の要旨
(１)本会社分割の日程
会社分割の内容決定日
会社分割承認臨時株主総会
会社分割の効力発生日

2017 年２月下旬
2017 年３月下旬
2017 年３月 31 日（予定）

(２)本会社分割の方式
現時点では確定していません。
(３)本会社分割に係る割当ての内容
現時点では確定していません。
(４)本会社分割にともな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
現時点では確定していません。
(６)新会社が承継する権利義務
現時点では確定していません。
(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新会社の債務について、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
(１)名称
(２)所在地
(３)代表者の役職・氏名
(４)事業内容

(５)資本金
(６)設立年月日
(７)発行済株式数
(８)決算期
(９)従業員数
(10)主要取引銀行

(11)大株主及び持株比率

分割会社
株式会社東芝
東京都港区芝浦一丁目１番１号
代表執行役社長 綱川 智
エネルギーシステムソリューシ
ョン、インフラシステムソリュ
ーション、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
200,000 百万円
1904 年６月 25 日
4,237,602,026 株
３月 31 日
167,091 人(連結)
㈱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
JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常
任代理人 ㈱みずほ銀行決済営
業部)
4.14％
日本マスタートラスト信託銀行
㈱(信託口)
3.76％
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新会社
未定
未定
未定
メモリ及び関連製品の開発・製
造・販売事業(予定)

未定
未定
未定
未定
未定
未定

㈱東芝

100.0％

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱(信託口)
2.90％
東芝持株会
2.88％
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)
―
総資産
5,433,341 百万円(連結)
―
1 株当たり株主資本
77.67 円(連結)
―
売上高
5,668,688 百万円(連結)
―
営業利益
△708,738 百万円(連結)
―
経常利益
―
―
当期純利益
△460,013 百万円(連結)
―
1 株当たり当期純利益
△108.64 円(連結)
―
(注)１．従業員数、大株主及び持株比率は 2016 年９月 30 日現在の状況です。
２．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
メモリ及び関連製品（SSD を含み、イメージセンサを除く。
）の開発・製造・販売（予定）
(２)分割する部門の経営成績（2015 年度通期）
連結売上高
8,456 億円
連結営業利益 1,100 億円
(３)分割する資産、負債の項目及び金額
分割する資産、負債は現在精査中のため、現時点では確定していません。
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．本会社分割後の新会社の状況
名称
所在地
代表者の役職・氏名
事業内容
資本金
決算期

現時点では確定していません。
現時点では確定していません。
現時点では確定していません。
メモリ及び関連製品の開発・製造・販売（予定）
現時点では確定していません。
現時点では確定していません。

７．今後の見通し
新会社は当社の完全子会社であるため、本会社分割自体が当社の連結業績に与える影響はあ
りませんが、今後、外部資本の導入を行う場合には当社の連結業績に影響を与える可能性があ
ります。この影響額や現時点で確定していない事項につきましては確定次第速やかにお知らせ
します。
以
上
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(参考)
当期連結業績予想（2016 年 11 月８日公表）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
5,400,000 百万円
180,000 百万円
130,000 百万円
145,000 百万円
(2017 年 3 月期)
前期実績
5,668,688 百万円 △708,738 百万円
△633,145 百万円 △460,013 百万円
(2016 年 3 月期)
（注）当社は、2016 年 12 月 27 日付｢CB＆I の米国子会社買収に伴うのれん及び損失計上の可能性
について｣にてお知らせのとおり、当社のグループ会社であるウェスチングハウス社の CB
＆I ストーン＆ウェブスター社の買収に関する取得価格配分手続に伴い当社及びウェスチ
ングハウス社に損失を計上する可能性があります。この影響額等につきましては、2017 年
１月 24 日付「CB＆I の米国子会社買収に伴うのれん計上額等の確定作業の状況について」
にて公表のとおり、2017 年２月 14 日に報告させていただきます。
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