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量子暗号通信事業の会社分割（簡易吸収分割）による
当社完全子会社への分割承継に関するお知らせ
当社は、本日、当社グループが推進する量子暗号通信事業において、事業開発機能を担う当社
部門を、会社分割により 2021 年４月１日を効力発生日（予定）として当社完全子会社に承継（以
下、
「本会社分割」
）させることを決定し、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
当社は、2020 年 11 月 11 日に公表しました「東芝 Next プラン進捗報告」にて、量子暗号通
信事業を量子コンピュータ時代に不可欠なセキュリティ技術として 2021 年度中にネットワー
クサービス化による事業展開を目指すことをお知らせいたしました。これまで当社は、同事業
の本格展開に向けた準備を当社内の CPSｘデザイン部 新規事業推進室で進めてきましたが、今
後さらなる受注活動の強化を含め、事業活動を速やかに立ち上げるためには、当社子会社であ
り、ICT ソリューションについての事業推進体制が整っている東芝デジタルソリューションズ
株式会社（以下、
「TDSL」
）に同事業の運営を集約することが望ましいと判断し、本日、同事業
を会社分割により TDSL に承継させることを決定し、吸収分割契約を締結いたしました。本会社
分割は 2021 年４月 1 日の効力発生を予定しております。
（注）量子暗号通信とは、量子力学の原理にもとづき通信の両端で無条件に安全な暗号鍵の配
信を実現できる手段です。
２．本会社分割の要旨
(１) 本会社分割の日程（注）
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本会社分割の決定日
2021 年２月 25 日
吸収分割契約締結日
2021 年２月 25 日
分割承継の効力発生日
2021 年４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、TDSL 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
TDSL は、本吸収分割による新株式の発行やその他対価の交付は行いません。
（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 TDSL 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、TDSL 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、TDSL が負担すべき債務の履行の見込みに問題も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

(１)名称

分割会社
株式会社東芝

(２)所在地

東京都港区芝浦一丁目１番１号

(３)代表者の役職・氏名
(４)事業内容

代表執行役社長 CEO 車谷 暢昭
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、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
200,175 百万円
1904 年６月 25 日

(５)資本金
(６)設立年月日
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承継会社(TDSL)
東芝デジタルソリューションズ
株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番
地 34
取締役社長 島田 太郎
システムインテグレーション及
び IoT/AI を活用した ICT ソリュ
ーションの開発・製造・販売

23,500 百万円
2003 年 10 月 1 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

４億 5,500 万株
３月 31 日
125,648 人(連結)
(2020 年３月 31 日現在)
㈱みずほ銀行
㈱三井住友銀行
三井住友信託銀行㈱
㈱三菱 UFJ 銀行
GOLDMAN SACHS & CO. REG
7.35%
SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED
AS TRUSTEE OF ECM MASTER FUND
7.06%
CHINOOK HOLDINGS LTD 3.39%
第一生命保険㈱
2.54%
日本生命保険(相)
2.43%
東芝持株会
2.18%
NIHK A/C CLIENT
1.99%
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG
S.A. 1300003
1.91%
JP MORGAN CHASE BANK 385781
1.61%
MSIP CLIENT SECURITIES 1.57%

204,000 株
３月 31 日
8,613 人（連結）
(2020 年３月 31 日現在)
㈱三井住友銀行
㈱みずほ銀行
㈱りそな銀行
㈱三菱 UFJ 銀行
㈱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
1,076,426 百万円(連結)
総資産
3,383,433 百万円(連結)
1 株当たり株主資本
2,071,98 円(連結)
売上高
3,389,871 百万円(連結)
営業利益
130,460 百万円(連結)
経常利益
―
当社株主に帰属する
△114,633 百万円(連結)
当期純利益
1 株当たり当社株主に
△236.39 円(連結)
帰属する当期純利益
(注１）大株主及び持株比率は 2020 年９月 30 日現在の状況です。

49,262 百万円
124,652 百万円
241,481.24 円
161,521 百万円
6,864 百万円
13,168 百万円
13,283 百万円
65,112.88 円

（注２）分割会社の財政状態及び経営成績は、2020 年３月期の米国基準によるものです。
（注３）承継会社の財政状態及び経営成績は、2020 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。
４．分割又は承継する部門の概要
(１) 分割又は承継する部門の事業内容
量子暗号通信に係る装置及びソフトウェア並びにそれらを用いたサービスに関する商品企
画、製造、頒布に係る事業
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(２) 分割又は承継する部門の経営成績
分割する部門は、事業開発機能を担う部門のため、売上高や営業利益は現状ありません。
(３) 分割する部門の資産、負債の項目及び金額
資産
負債
項目
帳簿価額（億円）
項目
帳簿価額（億円）
流動資産
1.3
流動負債
0.1
固定資産
0
固定負債
0.4
合計
1.3
合計
0.5
なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は、2020 年 12 月 31 日現在の金額に基づく
見込額であり、実際に分割される金額は上記と異なります。
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状況
承継会社である TDSL 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
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