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2020年２月７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   代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭 

       (コード番号：6502 東、名) 

問合せ先   コーポレートコミュニケーション部長 

石山 一可 

Tel 03-3457-2100 

 

当社本社スタッフ部門傘下子会社の組織再編に伴う完全子会社株式の 

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（孫会社化）に関するお知らせ 

 

本日、当社は、完全子会社の東芝保険サービス株式会社(以下、「TISCO」)及び東芝ツーリス

ト株式会社(以下、「ツーリスト」)の全ての株式を、2020年７月１日を効力発生日（予定）とし

て、完全子会社の東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社（以下、「TBLS」）に、会社分割

により承継（以下、「本会社分割」）させることを決定しましたので、下記のとおりお知らせい

たします。なお、本会社分割は、当社の完全子会社を承継会社とする簡易吸収分割であるため、

開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．本会社分割の目的 

当社グループは、2018年 11月８日に「東芝 Nextプラン」を公表して以来、事業運営体制の

強化、意思決定の迅速化に向けた組織再編を進めておりますが、本社スタッフ部門傘下の子会

社につきましても、直近では、2019 年 11 月１日付で当社子会社を統合した東芝ビジネスエキ

スパート（以下、「TBEX」）を発足させるとともに、2019 年 11 月７日には人材派遣及び業務サ

ービス事業等の外部化を決定する等、順次再編を進めております。 

今般、この一環として、内部統制及び事業運営体制の強化、意思決定の迅速化の推進を目的

に、2020 年４月１日を効力発生日（予定）として、TBLSを存続会社とする TBLSと TBEXの吸収

合併を実施し、その後７月１日に本会社分割を実施することを決定いたしました。 

（注）TBLSと TBEX の吸収合併において、存続会社である TBLS は、TBEXとの吸収合併後、名称

を「東芝ビジネスエキスパート株式会社」に変更する予定です。 
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２．本会社分割の要旨  

(１) 本会社分割の日程（注） 

本会社分割の決定日 2020年２月７日 

吸収分割契約締結日 2020年４月（予定） 

分割承継の効力発生日 2020年７月１日（予定） 

 (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

するため、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）本会社分割の方式 

当社を分割会社とし、TBLSを承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）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、TBLSは普通株式 238,300株を発行し、そのすべてを承継対象権利義

務に代わり、当社に交付します。 

 

（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おりません。 

 

（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 

本会社分割に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約におい

て定めるものを承継します。 

なお、TBLSによる債務の承継は、重畳的債務引受の方法によるものとします。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、TBLSが負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断しており

ます。 

 

３．本会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 承継会社(TBLS) 

(１)名称 株式会社東芝 東芝ビジネスアンドライフサ

ービス株式会社(TBLS) 

(２)所在地 東京都港区芝浦一丁目１番１号 神奈川県川崎市川崎区日進町

７番地１川崎日進町ビル 

(３)代表者の役職・氏名 代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭 代表取締役社長 牛尾 文昭 

(４)事業内容 以下領域にて傘下分社会社を通

じて事業運営：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、ビル

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、

デバイス＆ストレージソリュー

福利厚生事業、調達事業、複写

印刷事業、各種用品販売事業、

建設・緑化事業、その他業際分

野の事業 
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ション、デジタルソリューショ

ン 

(５)資本金 200,175百万円 100百万円 

(６)設立年月日 1904年６月 25日 1973年４月２日 

(７)発行済株式数 ４億 5,500万株 213,200 株 

(８)決算期 ３月 31日 ３月 31日 

(９)従業員数 128,697 人(連結) 2,260人（単独） 

(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 UFJ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱横浜銀行 

(11)大株主及び持株比率 GOLDMAN, SACHS& CO. REG 

9.47% 

SMP PARTNERS (CAYMAN) 

LIMITED 

AS TRUSTEE OF ECM MASTER 

FUND  

6.81% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

4.33% 

CHINOOK HOLDINGS LTD  3.74% 

KING STREET CAPITAL MASTER  

FUND, LTD             2.88% 

㈱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 1,699,045百万円(連結) 1,412百万円 

総資産 4,297,344百万円(連結) 9,494百万円 

1株当たり株主資本 2,691.21円(連結) 6,624円 

売上高 3,693,539百万円(連結) 38,411 百万円 

営業利益 35,447百万円(連結) 535百万円 

経常利益 ― 523百万円 

当社株主に帰属する当期

純利益 

1,013,256百万円(連結) 127百万円 

1株当たり当社株主に帰

属する当期純利益 

1,641.85円(連結)  600円 

 (注１）東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社(TBLS)の名称は、2020年４月１日付で、

「東芝ビジネスエキスパート株式会社」に変更する予定です。 

(注２）従業員数は 2019年３月 31日現在の状況です。 

（注３）大株主及び持株比率は 2019年９月 30日現在の状況です。 

（注４）分割会社の財政状態及び経営成績は、2019年３月期の米国基準によるものです。 

（注５）承継会社の財政状態及び経営成績は、2019年３月期の日本基準によるものです。 

当社株主に帰属する当期純利益及び１株当たり当社株主に帰属する当期純利益に記載し

ています数値は、それぞれ当期純利益及び１株当たり当期純利益となります。なお、

2019年 11月 7日付「人材派遣及び業務サービス事業等を担う当社孫会社の異動に関す

るお知らせ」にて公表しましたとおり、承継会社が運営する事業のうち、人材派遣及び

一部の業務サービス等を、2020 年４月１日を効力発生日とする簡易吸収分割により、
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承継会社の完全子会社である TBLSサービス株式会社に承継させたうえで、同日、TBLS

サービス株式会社の全ての株式を UTグループ株式会社に譲渡する予定です。 

（注６）分割会社は、2018年 10 月１日付で、普通株式 10株につき１株の割合で株式併合を行

いました。分割会社の１株当たり株主資本及び１株当たり当社株主に帰属する当期純

利益は期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しています。 

 

４．分割又は承継する子会社株式の概要 

東芝保険サービス株式会社(TISCO)株式（100％） 

東芝ツーリスト株式会社(ツーリスト)株式（100％） 

 

（参考） 

東芝保険サービス株式会社（TISCO）の概要 

会 社 名     ： 東芝保険サービス株式会社 

所 在 地     ： 神奈川県川崎市川崎区日進町７番地１ 

代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 金子 和也 

事業内容     ： 損害・生命保険代理業 

売 上 高     ： 5,486百万円（2019年３月期） 

資 本 金     ： 150 百万円（2019年３月 31日）（当社 100％） 

 

東芝ツーリスト株式会社（ツーリスト）の概要 

会 社 名     ： 東芝ツーリスト株式会社（ツーリスト） 

所 在 地     ： 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２番１号 

代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 林 親弘 

事業内容     ： 海外及び国内旅行業、損害保険代理業 

売 上 高     ： 1,367百万円（2019年３月期） 

資 本 金     ： 50 百万円（2019年３月 31日）（当社 100％） 

 

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、代表者の氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はあ

りませんが、代表者の役職につきましては、2020年４月１日付で以下のとおり変更予定で

す。 

代表者の役職・氏名： 代表執行役社長 CEO 車谷 暢昭 （役職のみ変更） 

 

 

６．本会社分割後の承継会社の状況 

承継会社である TBLS の資本金および決算期に変更はありませんが、名称、所在地、代表者

の役職・氏名、事業内容につきましては、2020年４月１日付で以下のとおり変更予定です。 

名称       ： 東芝ビジネスエキスパート株式会社 

所在地      ： 神奈川県横浜市港北区鳥山町 555番地 

代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 長谷川 直人 

事業内容     ： 人材育成・研修、人事サービス、知的財産ソリューション、 

生産・開発支援、福利厚生事業、調達事業、複写印刷事業、各種

用品販売事業、建設・緑化事業、その他業際分野の事業 
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資本金      ： 100 百万円（変更なし） 

決算期      ： ３月 31日（変更なし） 

 

７．今後の見通し 

本会社分割は、当社及び当社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。 

以上 


