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2021 年 12 月 17 日 

各 位 

会 社 名  オリンパス株式会社 

代表者名  取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄 

（コード番号 7733 東証第１部） 

問合せ先  IR 部門 ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 櫻井 隆明 

 （TEL. 03-3340-2111(代)） 

 

会社分割（簡易吸収分割）による科学事業の分社化に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2022年４月１日を効力発生日（予定）として、新たに設

立した完全子会社である株式会社エビデント（以下「科学新会社」）に対して、吸収分割（以下

「本会社分割」）により当社の科学事業を承継させることを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。また、現在、当社は本会社分割後に科学新会社の全株式を第三者に譲渡する

ことを念頭に置いた検討作業を進めております。 

 なお、本会社分割は、当社の完全子会社との間で行うグループ内の組織再編であるため、開示事

項・内容を一部省略しています。また、現時点で精査中の事項については、決定次第お知らせいた

します。 

 

記 

 

１. 本会社分割の背景及び目的 

 当社は、真のグローバルなメディカル・テクノロジーカンパニーとして、持続的な成長を実

現させるための経営戦略（以下「本経営戦略」）を2019年11月６日付で公表しました。本経営

戦略に基づき、内視鏡事業及び治療機器事業を中心とした医療分野に経営資源を投入し、持続

的な成長を実現するための経営基盤の強化に努めています。 

 このような状況において、2021年６月４日付適時開示「科学事業の分社化の検討開始に関す

るお知らせ」ならびに2021年11月５日付適時開示「（開示事項の経過）科学事業の分社化の検

討開始に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、科学事業の持続的な成

長と収益性向上に向けて、事業譲渡等を含むあらゆる選択肢を視野に入れた上で科学事業の分

社化について慎重に分析・検討を重ねてきました。 

 その結果、上記２事業を中心とする医療分野と科学事業で、それぞれの事業特性に合った経

営体制を確立することが、それぞれの持続的な成長と収益性向上に向けた取り組みを加速さ

せ、当社グループ全体の企業価値向上に資するとの判断に至り、科学事業の分社化を決定いた

しました。 

 

２. 本会社分割の要旨 

（１） 本会社分割の日程 

取締役会決議日 2021 年 12 月 17 日 
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吸収分割契約締結日 2022 年１月 14 日（予定） 

本会社分割の効力発生日 2022 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項の規定に基づく簡易吸収分割に該当

するため、株主総会を開催せずに行います。 

 

（２） 本会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、科学新会社を吸収分割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 

科学新会社は、本会社分割に際し、普通株式１株を新たに発行し、当社に割り当て交付い

たします。 

 

（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 

当社は新株予約権を発行していますが、その取扱いについて本会社分割による変更はあり

ません。また、当社は新株予約権付社債を発行していません。 

 

（５） 本会社分割による増減する資本金 

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 

科学新会社は、科学事業に関して当社が有する資産及び権利義務のうち、当社との間の本

会社分割に係る吸収分割契約に定めるものを承継します。 

 

（７） 債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以降において、科学新会社が負担すべき債務については、履行の

見込みに問題はないと判断しています。 

 

３. 本会社分割の当事会社の概要 

［吸収分割承継会社］ 

① 名称 株式会社エビデント 

② 所在地 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 6666 番地 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 齋藤 吉毅 

④ 事業内容 生物顕微鏡、工業用顕微鏡、工業用内視鏡、非破壊検査機器、

Ｘ線分析計等の開発、製造、販売及びソリューションの提供等

に関する事業（予定） 

⑤ 資本金 

（2021 年 11 月 30 日現在） 
50 万円 

⑥ 設立年月日 2021 年 11 月 30 日 

⑦ 発行済株式数 １株 
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（2021 年 11 月 30 日現在） 

⑧ 決算期 ３月 31 日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（2021 年 11 月 30 日現在） 
オリンパス㈱ 100% 

（注）科学新会社は 2021 年 11 月 30 日に設立されたため、確定した事業年度はありません。 

 

［吸収分割会社］ 

① 名称 オリンパス株式会社 

② 所在地 東京都八王子市石川町 2951 番地 

③ 代表者の役職・氏名 取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄 

④ 事業内容 医療機器、科学機器等の製造販売 

⑤ 資本金 

（2021 年９月 30 日現在） 
124,643 百万円 

⑥ 設立年月日 1919 年 10 月 12 日 

⑦ 発行済株式数 

（2021 年９月 30 日現在） 
1,299,294,333 株 

⑧ 決算期 ３月 31 日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（2021 年９月 30 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 17.21% 

ｼﾞｪｰﾋﾟｰ ﾓﾙｶﾞﾝ ﾁｪｰｽ ﾊﾞﾝｸ 385632 6.67% 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5.28% 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 3.68% 

株式会社 SMBC 信託銀行 

（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） 

3.55% 

⑩ 直前事業年度の財政状態

及び経営成績 

決算期（2021 年３月期） 

（連結：国際会計基準） 

親会社の所有者に帰属する持分 394,326 百万円 

資産合計 1,181,017 百万円 

１株当たり親会社所有者帰属持分 306.72 円 

売上高 730,544 百万円 

営業利益 81,985 百万円 

税引前利益 76,810 百万円 

親会社の所有者に帰属する当期利益 12,918 百万円 

基本的１株当たり当期利益 10.05 円 

 

［分割する部門の概要］ 

① 分割する部門の内容 

生物顕微鏡、工業用顕微鏡、工業用内視鏡、非破壊検査機器、Ｘ線分析計等の開発、製造、

販売及びソリューションの提供等に関する事業 
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② 分割する部門の経営成績（2021 年３月期・連結） 

売上高 95,861 百万円 

営業利益  4,949 百万円 

 

③ 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 

当社が分割する資産及び負債の項目並びにその金額は現在精査中です。決定次第お知らせ

いたします。 

 

４. 本会社分割後の状況 

 吸収分割会社 吸収分割承継会社 

① 名称 オリンパス株式会社 株式会社エビデント 

② 本社機能 

所在地 

東京都新宿区西新宿２丁目３番１号 東京都新宿区西新宿２丁目３番１号 

③ 本店所在地 東京都八王子市石川町 2951 番地 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 6666

番地 

④ 代表者の 

役職・氏名 

取締役 代表執行役 社長兼CEO  

竹内康雄 

代表取締役社長 齋藤 吉毅 

⑤ 事業内容 医療機器、科学機器等の製造販売 生物顕微鏡、工業用顕微鏡、工業用内視

鏡、非破壊検査機器、Ｘ線分析計等の開

発、製造、販売及びソリューションの提

供等に関する事業 

⑥ 資本金 124,643 百万円 未定 

⑦ 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

 

５. 今後の見通し 

 本適時開示において精査中となっている事項を含め、今後、開示すべき事象が発生した場合

には、速やかにお知らせいたします。 

 また、本吸収分割が当社の連結業績に与える影響については現在精査中ですが、概算費用を

2021 年 11 月５日公表の 2022 年３月期の連結業績予想に織り込んでいます。 

 

以上 

 

（参考）当期連結業績予想（2021 年 11 月５日公表分）及び前期連結実績 

（単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 税引前利益 

親会社の所有者に

帰属する当期利益 

当期連結業績予想 

（2022 年３月期） 
856,000 144,000 139,000 109,000 

前期連結実績 

（2021 年３月期） 
730,544 81,985 76,810 12,918 




