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グループ経営体制の再編（連結子会社の吸収合併（簡易合併））に関するお知らせ

当社は、平成 25 年３月８日開催の取締役会において、本年６月１日を目処にグループ経営体制を「純
粋持株会社体制」から「事業持株会社体制」へ移行す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。
なお、本件合併は、連結子会社の簡易吸収合併であるため、開示事項およびその内容の一部を省略
して開示しております。
記
１．経営体制変更の理由
当社グループは、平成 20 年 10 月より、当社を純粋持株会社とし、その下に「情報通信機器販売
事業」「情報通信機器製造事業」「その他の事業」の各事業を営む事業子会社を置く「純粋持株会社
体制」により経営を推進してまいりました。
しかしながら、純粋持株会社体制移行時における事業別の売上高構成比率は、販売事業 55.3％、
製造事業 40.2％、その他事業 4.5％でありましたが、その後の製造事業における数度にわたるリス
トラクチャリングの実施等の結果、直近においては、販売事業 91.9％、製造事業 4.7％、その他事
業 3.4％と、グループの業容は販売事業を営む連結子会社であるレカム株式会社にほぼ一極集中の
状況となっておりました。
そのような現状において、当社グループの競争力強化のためには、純粋持株会社による経営管理
ではなく、経営体制の簡素化を図り、グループの中核事業会社が経営管理することによって、効率
的かつ迅速な意思決定を可能とすべく、当社とレカム株式会社との合併による事業持株会社体制へ
と再移行することが最適であると判断いたしました。
２. 合併の要旨
（１）合併の日程
合併契約書承認取締役会
平成 25 年３月 25 日（予定）
合併契約書締結
平成 25 年３月 25 日（予定）
合併契約書承認株主総会
開催いたしません
合併効力発生日
平成 25 年６月１日（予定）
（注）本合併は、当社におきましては会社法第 796 条第３項に規定する簡易吸収合併
であり、また、レカム株式会社におきましては会社法第 784 条第１項に規定する
略式吸収合併であるため、いずれも株主総会の決議による承認を受けることなく
行う予定であります。

（２）合併の方法
当社を存続会社とする吸収合併であり、レカム株式会社は解散いたします。
なお、当社はレカム株式会社の発行済株式全部を所有しているため、合併に際して新株式
の発行および金銭等の交付は行いません。
（３）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
レカム株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。
（４）合併当事者の概要（平成 25 年２月 28 日現在）
（存続会社）
（１）商号
レカムホールディングス株式会社
（２）事業内容
持株会社としてのグループ経営
（３）設立年月日
平成６年９月 30 日
（４）本店所在地
東京都千代田区九段北四丁目２番６号
（５）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 伊藤 秀博
（６）資本金
300 百万円
（７）発行済株式数
普通株式 223,327 株
（８）純資産
137 百万円（連結）（平成 24 年９月 30 日現在）
（９）総資産
1,671 百万円（連結）（平成 24 年９月 30 日現在）
（10）１株当たり純資産
593.56 円（連結）（平成 24 年９月 30 日現在）
（11）売上高
4,423 百万円（連結）（平成 24 年９月期）
（12）営業利益
24 百万円（連結）（平成 24 年９月期）
（13）経常利益
14 百万円（連結）（平成 24 年９月期）
（14）当期純利益
25 百万円（連結）（平成 24 年９月期）
（15）１株当たり当期純利益 116.17 円（連結）（平成 24 年９月期）
（16）決算期
９月 30 日
（17）大株主及び持株比率
伊藤 秀博
12.09％
ＳＰＡＲＴＡ１合同会社
9.57％
園山 征夫
7.61％
ＣＢＳフィナンシャルサービス株式会社
6.89％
株式会社光通信
4.92％
株式会社ビジョン
4.92％
スターティア株式会社
3.58％
（消滅会社）
（１）商号
（２）事業内容
（３）設立年月日
（４）本店所在地
（５）代表者の役職・氏名
（６）資本金
（７）発行済株式数
（８）純資産
（９）総資産
（10）１株当たり純資産

レカム株式会社
情報通信機器の販売
平成 20 年 10 月１日
東京都千代田区九段北四丁目２番６号
代表取締役社長 伊藤 秀博
代表取締役副社長 芳野 一夫
58 百万円
普通株式 180 株
284 百万円（単体）（平成 24 年９月 30 日現在）
1,192 百万円（単体）（平成 24 年９月 30 日現在）
1,580,666 円（単体）（平成 24 年９月 30 日現在）

（11）売上高
（12）営業利益
（13）経常利益
（14）当期純利益
（15）１株当たり当期純利益
（16）決算期
（17）大株主及び持株比率
３. 合併後の状況
（１）商号

4,067 百万円（単体）（平成 24 年９月期）
125 百万円（単体）（平成 24 年９月期）
121 百万円（単体）（平成 24 年９月期）
67 百万円（単体）（平成 24 年９月期）
376,351.96 円（単体）（平成 24 年９月期）
９月 30 日
レカムホールディングス株式会社

100.00％

レカム株式会社（英文表記：ＲＥＣＯＭＭ ＣＯ．，ＬＴＤ．）
（注）合併効力発生日に商号変更することを予定しております。

（２）事業内容

情報通信機器の販売ならびにグループ子会社の事業活動の管理

（３）本店所在地

東京都千代田区九段北四丁目２番６号（現両社の本店所在地）

（４）代表者の役職・氏名

代表取締役社長

（５）資本金

300 百万円（合併により増加する資本金はありません。）

（６）決算期

９月 30 日

伊藤

秀博

（７）合併による業績への影響の見通し
今回のグループ経営体制の再編が業績に与える影響につきましては現在精査中であり、確
定次第お知らせいたします。
当社は、本合併後、商号をレカム株式会社に変更する予定であり、また、事業会社への移
行に伴う事業目的の所要の変更を行うため、本日付公表の「商号の変更および定款の一部変
更に関するお知らせ」および「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に
てご案内のとおり、定款の一部変更の承認を求める臨時株主総会を平成 25 年５月 24 日（金）
に開催し、当該議案を上程する予定であります。
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