
 

 

 

2014年 1月 30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 代表執行役社長 田 中  久 雄  

     (コード番号：6502 東、名) 

問合せ先  広報・ＩＲ室長  長谷川 直人 

Tel 03-3457-2100 

 

 

映像事業・家電事業の再編に係る吸収分割契約の締結について 

 

当社は、2013年 9月 30日付で、映像事業と家電事業を一体運営する体制を構築することを目

的として、当社の映像事業を、東芝ホームアプライアンス株式会社(以下「THA」)に吸収分割(以

下「本吸収分割」)により承継させることを発表しました。 

本日、本吸収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、本吸収分割は、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．本吸収分割の目的 

映像事業を家電事業と統合することでコンシューマ事業として共通の資源共有を図り、国内

における販売・アフターサービス体制の一層の効率化、新興国市場を中心とした海外での販売

強化、スマート家電等の新分野への開発投資の促進などを図ります。 

 

２．本吸収分割の要旨 

(１)本吸収分割の日程 

吸収分割契約締結日 2014年 1 月 30日 

吸収分割の効力発生日 2014年 4月 1日 

(注)本吸収分割は、当社においては会社法第 784条第 3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)本吸収分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、THA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 

本吸収分割に際して、THA は普通株式 171,030 株を発行し、その全てを承継対象権利義務に

代わり当社に交付します。 

 

 



 

 

 

(４)本吸収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 

THA 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 THAに承継されず、当該従業員は、効力発生日に THA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 THA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．本吸収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 東芝ホームアプライアンス株

式会社 

(２)所在地 東京都港区芝浦一丁目１番１号 東京都千代田区外神田二丁目

２番１５号 

(３)代表者の役職・氏名 代表執行役社長 田中久雄 取締役社長 石渡敏郎 

(４)事業内容 パソコン・液晶テレビ等のデジ

タルプロダクツ事業、半導体製

品等の電子デバイス事業、電

力・社会システム事業等の社会

インフラ事業 

国内、海外における家電商品

(電池商品含)の開発・製造・販

売 

(５)資本金 439,901 百万円 13,500 百万円 

(６)設立年月日 1904年 6月 25日 1991年 4月 1日 

(７)発行済株式数 4,237,602,026株 171,030株 

(８)決算期 3月 31 日 3月 31日 

(９)従業員数 206,087 人(連結) 697人(単体) 

(10)主要取引銀行 ㈱三井住友銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

三井住友信託銀行㈱ 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

(11)大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行

㈱(信託口)      4.75％ 

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱(信託口)    4.12％ 

第一生命保険㈱    2.72％ 

JP MORGAN CHASE BANK 380055 

2.65％  

日本生命保険相互会社 2.60％ 

㈱東芝        99.9％ 

 

(12)直前事業年度の財政状

態及び経営成績 

  

純資産 1,416,077百万円(連結) △20,816百万円(単体) 

 



 

 

総資産 6,100,002百万円(連結) 53,292 百万円(単体) 

1株当たり株主資本 244.23円(連結)  △121,712.18円(単体) 

売上高 5,800,281百万円(連結) 151,092 百万円(単体) 

営業利益 193,409 百万円(連結) △7,359 百万円(単体) 

経常利益 ―   △6,512 百万円(単体) 

当期純利益 77,366百万円(連結)   △6,020 百万円(単体) 

1株当たり当期純利益 18.27円(連結)   △35,198.51円(単体) 

(注)１．従業員数は 2013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 2013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） 

デジタルプロダクツ＆サービス社が行っている映像事業、関連事業等(ただし、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並びにデジタルプロダ

クツ＆サービス社のプラットフォーム＆ソリューション開発センターが行っている研究・開発

業務は除く。) 

 

(２)分割する部門の経営成績（単独） 

売上高 1,944 億円(2013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 973 流 動 負 債 592 

固 定 資 産 177 固 定 負 債 0 

合 計 1,150 合 計 592 

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は 2013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。 

 

６．本吸収分割後の承継会社の概要 

名称 東芝ライフスタイル株式会社 

所在地 東京都青梅市末広町 

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 家庭用電気機械器具の開発、製造、販売等 

資本金 13,500 百万円 

決算期 3月 31日 

 

７．今後の見通し 

本吸収分割が連結業績へ与える影響はありません。 

 

以  上 

 



 

 

(参考) 

当期業績予想(2013年 10月 30日公表分)及び前期実績(連結) 

 売上高 営業利益 継続事業税引き

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 

(2014年 3月期) 

6,300,000百万円 290,000 百万円 200,000 百万円 100,000 百万円 

前期実績 

(2013年 3月期) 

5,800,281百万円 193,409 百万円 154,646百万円 77,366百万円 

 

 


