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1.  21年9月期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 7,624 △22.2 △856 ― △922 ― △1,326 ―

20年9月期 9,809 △17.6 153 9.3 138 18.9 94 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年9月期 △16,347.99 ― ― ― ―

20年9月期 1,660.06 ― 10.5 3.2 1.6

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  △16百万円 20年9月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年9月期 3,345 420 12.3 1,847.13
20年9月期 4,317 1,046 23.8 16,974.08

（参考） 自己資本   21年9月期  412百万円 20年9月期  1,025百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年9月期 △441 △427 912 536
20年9月期 △915 63 333 495

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年9月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 30 28.4 2.9
21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年9月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,700 △32.1 23 ― 12 ― 20 ― 89.55

通期 5,800 △23.7 180 ― 160 ― 110 ― 492.55
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注） 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、26ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定との基礎となる株式数については、36ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 レカム株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期 223,327株 20年9月期 60,425株

② 期末自己株式数 21年9月期  130株 20年9月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年9月期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 416 △90.1 37 ― 15 88.0 △544 ―

20年9月期 4,207 △3.2 △67 ― 8 ― 5 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年9月期 △6,710.60 ―

20年9月期 89.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年9月期 1,333 1,188 88.5 5,287.85
20年9月期 1,818 1,008 55.3 16,640.89

（参考） 自己資本 21年9月期  1,180百万円 20年9月期  1,005百万円

2.  22年9月期の個別業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

127 54.9 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 255 61.3 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
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当連結会計年度における我が国経済は、経済対策や景気刺激策等により一部で持ち直しの動きが見

られるものの、世界的な金融危機の影響や雇用情勢の悪化が継続する中、景気の下振れ懸念があるな

ど先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループが属する情報通信関連業界におきましても、ブロードバンドを活用した様々なサービ

スが本格展開される機運が高まりつつあるものの、当社グループの主要顧客である中小企業向け市場

においては、長引く不況による設備投資意欲の減退、リース契約承認率の悪化により市場全体が縮小

傾向にあります。さらに、製造事業の主力商品であるPHS端末においては、端末の出荷数が前期を大

幅に下回るなど、当社グループを取り巻く環境は益々厳しくなっております。 

こうした中、当社グループは製販一体型ビジネスモデルによる情報通信インフラの「ワンストップ

サービスカンパニー」を目指し、顧客満足の追求と企業価値の最大化に継続して取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は情報通信機器製造事業においてＰＨＳ端末の出荷台

数が大幅に減少したことや情報通信機器販売事業において100％子会社であった株式会社コムズ株式

を一部売却したことにより関連会社となったこと、リース契約承認率悪化の影響による代理店チャネ

ルの販売不振等により7,624百万円(前連結会計年度比22.2％減)となりました。営業損益は、役員報

酬や従業員給与の減額を実施したほか、本社や工場の移転等、グループ全体で販売管理費の削減及び

業務効率の向上に取り組みましたものの、営業損失856百万円(前連結会計年度153百万円の利益)、経

常損失922百万円(前連結会計年度は138百万円の利益)、当期純損失は1,326百万円(前連結会計年度は

94百万円の利益)となりました。 

情報通信機器販売事業においては、主要顧客である中小企業の設備投資意欲の減退、リース契約

承認率が悪化する厳しい環境のなか、ＭＦＰにおいてはカラーＭＦＰの販売比率アップによる販売

単価の向上やビジネスホンにおいてはＮＧＮ対応の新製品、ＮＴＴ－ＮＸの販売に注力しました。

また、期中において販売チャネル別の営業組織体制を地域エリア別に改め、地域に密着した営業

戦略を進めてまいりました。その結果、下半期からは売上高が徐々に回復してまいりました。販売

チャネル別には、直営店では採用した営業員の早期戦力化、株式会社テレウェイヴリンクス（現・

株式会社SBR）から事業譲渡を受けた情報通信機器事業の顧客への営業展開等により、売上高は

1,514百万円となりました。ＦＣ加盟店ではスーパーバイザー増員による営業支援強化、新規の加

盟店開拓に取り組んだ結果、売上高は2,196百万円となりました。代理店ではスーパーバイザーに

よる営業支援や新規代理店開拓に取り組んだほか、販売手法に問題のあった有力代理店との契約解

除を行ったこと等により、売上高は1,078百万円となりました。 

これらの結果、当連結会計年度における当事業の売上高は4,790百万円となりました。営業利益

は役員報酬や従業員給与の減額、本社移転等、販売管理費の徹底した低減にも取り組んだ結果、

151百万円となりました。なお、当連結会計年度より組織再編を行ったため、その他事業で区分し

ていたものを情報通信機器販売事業に区分変更いたしました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

② セグメント別の業績

(a) 情報通信機器販売事業
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情報通信機器製造事業においては、主力事業であるウイルコム社向けＰＨＳ端末商品の出荷が極

めて低調だったことから、当連結会計年度における当事業の売上高は2,834百万円(前連結会計年度

比28.1％減)となりました。営業損益は、売上高が前連結会計年度比で大幅な減少となり、固定費

を吸収できなかったこと、IPビジネスホンに係る開発費を計上したこと等により653百万円の損失

(前連結会計年度は376百万円の利益)となりました。 

  

  

 
(注) 上記の金額に消費税等は、含まれておりません。 

  

情報通信機器販売事業におきましては、製販一体型ビジネスモデルによるＩＰビジネスホン

「anoa」の販売に取り組むことにより、競合他社との差別化を図り、売上の拡大及び収益率の改善を

図ってまいります。 

情報通信機器製造事業におきましては、当連結会計年度末に主力事業であるＰＨＳ事業を譲渡しま

した。次期におきましては法人向け商品に特化し、グループの販売網を最大限に活用することにより

売上の拡大と収益率の向上を見込んでおります。 

上記取り組みにより、次期の見通しにつきましては売上高5,800百万円、営業利益180百万円、経常

利益160百万円、当期純利益110百万円を見込んでおります。 

  

(b) 情報通信機器製造事業

(セグメント別売上高)

事業部門
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

情報通信機器販売事業

直営店 (千円) 1,508,463 1,514,942

ＦＣ加盟店 (千円) 2,236,849 2,196,987

代理店 (千円) 1,471,808 1,078,388

ネット通販 (千円) 205,451 ―

計 (千円) 5,422,579 4,790,317

情報通信機器製造事業 (千円) 3,943,898 2,834,375

その他事業 (千円) 443,257 ―

合計 (千円) 9,809,735 7,624,693

(次期の見通し)
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当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末より972百万円減少し3,345百万円とな

りました。これは、主に株式会社アスモが行っていたＰＨＳ事業を譲渡したことにより関連するたな

卸資産がなくなったこと等によるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末より345百万円減少し2,924百万円となりました。これは、

主に情報通信機器製造事業において部材仕入等が大幅に減少したこと等により買掛金が541百万円減

少したこと、および短期借入金が360百万円増加したことと等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末より626百万円減少し420百万円となっております。これ

は増資等により資本金および資本剰余金が719百万円増加しましたが、連結当期純損失が1,326百万円

となったこと等によります。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ

41百万円増加し、536百万円となりました。営業活動で441百万円、投資活動で427百万円を使用し、

財務活動により912百万円を獲得したことによるものです。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

営業活動の結果使用した資金は441百万円となりました。税金等調整前当期純利益1,295百万円とな

り、そのうち減価償却費、減損損失、たな卸資産評価額等の非キャッシュの費用が532百万円となっ

たこと、および仕入債務の減少541百万円、PHS事業の譲渡等によるたな卸資産の減少1,042百万円、

その他流動資産の増加312百万円等によるものです。 

  

投資活動の結果使用した資金は427百万円となりました。情報通信機器製造事業における金型、工

具等の取得308百万円、有価証券の取得235百万円があったこと等によるものです。 

  

財務活動の結果得られた資金は、912百万円となりました。短期借入金の増加239百万円、株式発行

による収入717百万円があったこと等によるものです。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産・負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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なお、キャッシュ・フロー指標につきましては、以下のとおりです。 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 平成20年９月期および平成21年９月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシ

ュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

  

当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当金につきまして

は連結純利益の30％を基準とし、実績に連動した配当を基本方針としております。又、内部留保資金に

つきましては、健全な株主資本と有利子負債とのバランスを配慮し、適正な内部留保資金を確保してま

いります。 

当期においては、大幅な連結当期純損失を計上したことにより、株主の皆様には申し訳ありませんが

当期の配当を見送ることにいたしました。次期においては、業績の回復を最優先させてまいり、次期の

配当を見送る予定であります。今後は内部留保資金の充実を最優先事項として取り組み、早期の配当復

活を目指してまいります。 

  

  

平成20年９月期 平成21年９月期

自己資本比率 (％) 23.8 12.3

時価ベースの自己資本比率 (％) 38.6 18.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (％) ― ―

インスタント・カバレッジ・レシオ ― ―

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績及び財政状態、株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、以下

のものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成21年11月13日現在において、当社グループが判断した

ものであります。 

レカム株式会社が推進する無店舗型フランチャイズシステム※１は、販売手法、行動管理等の均一

化を図ることが難しいシステムであります。同社は、スーパーバイザーによる定期訪問指導、教育研

修、経営指導等を通じ加盟店企業の経営スキル向上に努めておりますが、これら施策の効果が充分に

得られない場合、当社グループの事業拡大に支障をきたす可能性があります。 

※１．無店舗型フランチャイズシステム：販売店舗による店頭販売ではなく営業員組織による訪問販売を主体と

するフランチャイズシステムであり、同社事業展開の根幹をなすものであります。 

レカム株式会社の直営店は、加盟店企業に開発した営業ノウハウの提供や収益の確保施策等におい

て、重要な機能を担っております。また、フランチャイズへの加盟を希望する同社営業社員に対する

独立の支援や、新規加盟店企業への教育・指導する機能を担っております。 

しかし、これらの機能を担う直営店の営業管理職や営業社員の育成・教育が計画どおり進まなかっ

た場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

今期よりＩＰビジネスホン「anoa」の販売を開始しております。同商品は100％子会社である株式

会社アスモ(旧・株式会社ケーイーエス)が開発・製造し、レカム株式会社のほか、販売協力関係を構

築している株式会社リアル・フリート、京セラミタジャパン株式会社等が販売を行うこととなってお

り、レカムグループでの製販一体の事業となります。製品の品質には万全を期しておりますが、製品

に重大な不具合が発生した場合には、株式会社アスモおよび同商品を販売するレカム株式会社の業績

にも悪影響を及ぼすことになり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

情報通信機器販売事業においては、主にリース契約を利用した販売を行っており、リース会社に対

する販売依存度が高くなっております。当連結会計期間において販売依存度が10％を超える販売先と

してはオリックス株式会社があります。 

当社グループは、取引条件を有利にするためリース会社を絞り込み、提携契約を締結しております

が、それらの提携契約につき契約解除もしくは更新拒絶がなされる場合、また、取引条件の見直しや

何らかの理由により提携契約関係を維持できなくなった場合には他のリース会社と同様の取引条件で

契約できる保証はないため、当社グループの事業運営に支障をきたし、業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

(4) 事業等のリスク

① フランチャイズ展開について

② 直営店の運営について

③ ＩＰビジネスホン「anoa」について

④ 特定取引先への販売依存度が高いことについて
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当社グループは、情報通信機器の販売を行うにあたっては、東日本電信電話株式会社、西日本電信

電話株式会社との販売店契約を締結しており、ＮＴＴブランドを利用して販売を行っております。 

両社との販売店契約に基づく取引関係は安定していると考えておりますが、販売店契約には、両社

が無条件で販売店契約の更新を拒絶することができる条項があるため、レカム株式会社、加盟店企業

並びに代理店企業社員による販売店契約の違反行為が発生した場合には同社との販売店契約が解除さ

れる可能性があります。 

当社グループにとって両社との取引関係は大変重要であり、両社との取引関係が何らかの要因で悪

化した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社の創業者であり代表取締役である伊藤秀博は、事業モデルの創出や経営戦略の決定、営業、資

本政策など当社グループの事業推進において中心的な役割を担ってまいりました。現在も当社グルー

プの主要事業会社であるレカム株式会社の代表取締役を兼務しております。当社グループは、 同氏

に対して過度に依存しない経営体制の構築を目指し人材の育成・強化に注力しておりますが、同氏が

何らかの理由により業務執行が困難になった場合、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性

があります。 

当社は、当社及び連結子会社及びフランチャイズ加盟店企業の役員及び従業員に対し、業績向上に

対する意欲や士気を喚起することを目的として、新株予約権を発行しております。これは、旧商法の

規定に基づき、対象とする役職員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行しているものであ

ります。又、今後も上記目的のもとに対象となる役職員に対して新株予約権の付与を行う方針であり

ますが、これらの新株予約権の付与並びに既発行の新株予約権が行使された場合は、当社の１株当た

りの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号平成15

年10月31日)の適用に伴い、平成18年９月期より減損会計を導入しておりますが、今後の事業環境の

変化により当社グループにおける固定資産で減損損失が認識される可能性があり、その場合当社グル

ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

情報通信機器販売事業の販売管理業務においては、大連レカム通信設備有限公司を中心に直営支店

及び一部のＦＣ加盟店にて行っております。当社グループは業務の効率性及びローコストオペレーシ

ョンを考慮し、各拠点間にてインターネット及びＶＰＮネットワークを活用したクライアントサーバ

ー型情報システムを設置し同業務を行っております。 

又、情報通信機器製造事業においては、株式会社アスモの拠点間にてインターネット及びＶＰＮネ

ットワークを活用した生産管理システムを導入しております。 

これらのように、主要事業においてそれぞれ運用されている情報システムが、何らかの理由により

長期間に渡り稼動できなくなった場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社との取引について

⑥ 特定人物への依存について

⑦ 新株予約権について

⑧ 減損会計の導入について

⑨ 情報システムの運用について
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当連結会計年度において、営業損失856百万円、経常損失922百万円、当期純損失1,326百万円を計上

しております。これは連結子会社である株式会社アスモにおいて主力商品であったPHS端末の出荷が極

めて低調だったために多額の営業損失を計上するとともにたな卸資産評価損および固定資産等の減損損

失を計上したためであります。また、同事業に係る運転資金のほとんどを金融機関からの借入に依存し

てきたため、平成21年9月末における株式会社アスモの借入金が1,509百万円あります。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループ(当社及び当社の関連会社)は、レカムホールディングス株式会社、連結子会社４社、及び

関連会社１社で構成されており、ビジネスホン、デジタル複合機(MFP：Multifunction Peripheral)等の

情報通信機器のリース販売、これに付帯する設置工事、保守サービス、及びサーバーホスティングサービ

ス、ホームページ製作や事務用品等の販売等のネットサービス、並びにビジネスホンやＰＨＳ端末等の情

報通信機器の製造を行っております。 

情報通信機器の販売においては、直営店、フランチャイズ加盟店、代理店、インターネットを活用した

ネット通販という販売チャネルを保有しております。 

事業系統図は次のとおりです。 

  
 

  

(注１) 無印 連結子会社 

※  関連会社で持分法適用会社 

(注２) BPO(Business Process Outsocing):グループ企業の内部管理業務を外部委託されている事業の呼称です。 

  

  

2. 企業集団の状況
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当社グループの経営理念は、経営目標を示した「企業理念」と企業理念実現のための経営の基本方針

である「社是」から構成されております。 

「企業理念」は、お客様満足を追求したサービスの提供や事業展開により社会貢献することでありま

す。こうした理念の実現を目指し、従業員が成長していくことがひいては会社の成長に繋がると考えて

おります。また、「社是」は企業理念を実現するための行動指針です。当社グループは、これらを標榜

し、積極的な自己実現と徹底した実力主義を実施することにより、従業員が積極的でチャレンジ精神を

もって業務に取り組むことができる企業風土を形成することにつながると考えております。 

  

企業理念 

私たちは、お客様にとって最適の情報通信システムの構築をすることにより社会に貢献します。 

私たちは、お客様にとって最大限の経費削減のお手伝いをすることにより社会に貢献します。 

私たちは、お客様に迅速かつ安心して頂ける保守サービスの提供をすることにより社会に貢献しま

す。 

私たちは、私達自身が人間として成長することにより社会に貢献します。 

  

社是 ＲＥＣＯＭＭ (Ｒｅａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ) 

「Ｒ」 Ｒｅａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｒｕｌｅ (実力主義) 

「Ｅ」 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｉｎｇ (積極思考) 

「Ｃ」 Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ (挑戦) 

「Ｏ」 Ｏｐｅｎ (オープン経営) 

「Ｍ」 Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ (全員経営) 

「Ｍ」 Ｍｉｎｄ (心) 

  

当社は、株主重視の経営という観点から株主資本比率50％、自己資本利益率(ＲＯＥ)20％、並びに経

常利益率７％の達成を経営目標としております。 

  

当社グループの現在の中長期的な経営戦略は以下の通りです。 

当社グループは、情報通信関連分野において顧客に「ワンストップサービス」を提供する「情報通

信の総合窓口企業グループ」であるとともに、営業に関わるあらゆる問題解決を提供する「セールス

ソリューションプロバイダー」としてNO.1企業グループを目指すことを今後のミッションとして掲げ

ております。 

また、2010年度を最終年度とした経営ビジョン「A&A111＋」を掲げ、当社グループのすべてのステ

ークホルダーに貢献することにより、社会貢献の実現を目指しております。 

その実現のためには、事業の選択と集中、およびスピード経営が不可欠であるとともに、働き方が

多様化してきている従業員に対応した人事報酬制度の構築、運用が非常に重要であります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

① グループ経営体制の強化
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これらの経営課題を解決するために平成２０年１０月より純粋持株会社が事業会社を統括するグル

ープ経営体制を導入し、その確立及び強化を推進してまいります。 

当社グループの主力事業の一つである情報通信機器販売事業においては、競争がますます激化して

いくとともに、顧客側のニーズも多様化しており、環境変化のスピードが大変速い業界であります。

こうしたなか、今後も主力事業として拡大、成長を続けていくためには、販売チャネルの多様化が重

要な戦略であると考えております。 

現在、当社グループでは、直営店・フランチャイズ加盟店・代理店及びインターネット通販の４つ

の販売チャネルで事業を展開しており、新規顧客の増加と既存顧客へのワンストップサービスの実現

を図ってまいります。 

  

情報通信機器販売事業では、お客様に対して営業に関わるあらゆる問題解決を提供する「セールス

ソリューションプロバイダー」の確立を目指しておりますが、同事業の最大の経営資源は人材であ

り、その採用、育成は経営の最重要課題であります。こうしたなか、設立以来特に営業社員の教育・

育成に注力してきておりますが、営業人員数、生産性、成長性、効率性において競争優位性を確立す

るまでには至っておりません。従いまして、今後も人材の採用、育成を経営の最重要課題として取り

組んでまいります。 

当社グループは中小規模法人を中心に「ビジネスホン」、「ＭＦＰ」を主力商品として販売してお

りますが、顧客のＩＴ環境においては年々そのニーズが多様化しているとともに、ブロードバンドを

核に端末機器においては融合化が進んでおります。当社グループにおいても、こうした顧客動向に対

応し、端末機器、インフラ、コンテンツをワンストップで提供できるよう取扱商品およびサービスの

拡充に努めてまいります。 

情報通信製造事業は、2006年４月に株式会社ケーイーエス(現・株式会社アスモ)を子会社とし、新

たに事業展開しております。今後においては、製販一体化による当社グループの競争力の増大と利益

の拡大を見込んでおります。しかしながら、国内の情報通信機器製造事業は価格競争などの厳しい環

境にあり、業界再編の動きも顕著になってきております。こうしたなか、当社グループでは製販一体

による強みを具現化し、グループでの販売協力体制の推進、およびスピード経営を進めております。

今後はより一層の生産効率の向上、製造原価の低減を図るとともに、市場ニーズを捉えた商品開発に

取り組むことで、当事業のさらなる収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

② 情報通信機器販売事業における販売チャネルの多様化推進

(4) 会社の対処すべき課題

① 人材の採用・育成

② 取扱商品の拡充

③ 情報通信機器製造事業
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 556,426 688,589

受取手形及び売掛金 1,363,814 1,295,560

たな卸資産 1,502,615 －

商品及び製品 － 93,878

仕掛品 － 12,530

原材料及び貯蔵品 － 56,770

繰延税金資産 21,956 －

前払費用 38,408 26,005

未収入金 150,142 469,688

その他 38,552 35,433

貸倒引当金 △10,460 △11,400

流動資産合計 3,661,455 2,667,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,418 15,792

減価償却累計額 △4,938 △4,088

建物及び構築物（純額） 6,480 11,703

機械装置及び運搬具 3,800 376

減価償却累計額 △220 △259

機械装置及び運搬具（純額） 3,579 116

工具、器具及び備品 256,265 81,554

減価償却累計額 △138,331 △47,781

工具、器具及び備品（純額） 117,934 33,772

有形固定資産合計 127,994 45,593

無形固定資産   

のれん 303,159 255,131

ソフトウエア 77,984 53,329

電話加入権 3,743 3,743

無形固定資産合計 384,887 312,204

投資その他の資産   

投資有価証券 32,681 251,684

長期貸付金 1,066 1,941

敷金 73,528 38,590

差入保証金 25,436 24,291

繰延税金資産 3,896 －

その他 6,541 3,982

投資その他の資産合計 143,149 320,489

固定資産合計 656,031 678,287

資産合計 4,317,486 3,345,343

レカムホールディングス㈱（3323） 平成21年9月期決算短信

－13－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,128,627 586,981

短期借入金 1,257,969 1,618,000

1年内返済予定の長期借入金 145,658 24,653

未払法人税等 18,611 8,192

製品保証引当金 28,991 5,606

未払金 145,280 68,777

未払費用 119,976 74,257

預り金 293,384 343,021

未払消費税等 3,947 80,559

その他 76,633 41,886

流動負債合計 3,219,079 2,851,936

固定負債   

長期借入金 49,399 35,876

長期預り金 1,873 －

負ののれん － 8,889

その他 214 27,921

固定負債合計 51,487 72,686

負債合計 3,270,567 2,924,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,250 915,450

資本剰余金 445,147 794,928

利益剰余金 22,556 △1,303,753

自己株式 － △845

株主資本合計 1,012,953 405,780

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 12,705 6,492

評価・換算差額等合計 12,705 6,492

新株予約権 3,295 8,448

少数株主持分 17,965 －

純資産合計 1,046,919 420,721

負債純資産合計 4,317,486 3,345,343
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,809,735 7,624,693

売上原価 7,212,066 6,240,513

売上総利益 2,597,669 1,384,179

販売費及び一般管理費 2,443,987 2,240,410

営業利益又は営業損失（△） 153,682 △856,231

営業外収益   

受取利息 2,184 743

受取手数料 6,000 2,679

為替差益 － 530

負ののれん償却額 － 592

違約金収入 － 10,000

その他 6,374 12,315

営業外収益合計 14,560 26,861

営業外費用   

支払利息 26,345 42,634

株式交付費 461 24,765

為替差損 1,091 －

持分法による投資損失 － 16,489

その他 1,943 9,283

営業外費用合計 29,842 93,171

経常利益又は経常損失（△） 138,401 △922,542

特別利益   

固定資産売却益 704 7,791

事業譲渡益 28,571 22,279

受取補償金 19,000 －

関係会社株式売却益 49,464 －

新株予約権戻入益 － 2,804

製品保証引当金戻入額 － 23,385

その他 1,714 －

特別利益合計 99,453 56,260
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 374 5,974

固定資産売却損 － 749

減損損失 － 88,569

損害賠償金 20,794 －

和解金 27,008 －

店舗閉鎖損失 3,413 －

臨時損失 15,469 －

たな卸資産評価損 － 296,391

本社移転費用 － 22,592

その他 1,131 15,315

特別損失合計 68,191 429,593

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

169,662 △1,295,875

法人税、住民税及び事業税 47,464 3,065

法人税等調整額 15,802 25,852

法人税等合計 63,267 28,917

少数株主利益 11,688 1,516

当期純利益又は当期純損失（△） 94,707 △1,326,309
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 545,250 545,250

当期変動額   

新株の発行 － 370,200

当期変動額合計 － 370,200

当期末残高 545,250 915,450

資本剰余金   

前期末残高 513,882 445,147

当期変動額   

欠損填補 △219,467 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 379,992

当期変動額合計 △68,735 349,781

当期末残高 445,147 794,928

利益剰余金   

前期末残高 △291,618 22,556

当期変動額   

欠損填補 219,467 －

当期純利益 94,707 △1,326,309

当期変動額合計 314,174 △1,326,309

当期末残高 22,556 △1,303,753

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △845

当期変動額合計 － △845

当期末残高 － △845

株主資本合計   

前期末残高 767,514 1,012,953

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 750,192

当期純利益 94,707 △1,326,309

自己株式の取得 － △845

当期変動額合計 245,439 △607,173

当期末残高 1,012,953 405,780
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 12,248 12,705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 457 △6,212

当期変動額合計 457 △6,212

当期末残高 12,705 6,492

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,248 12,705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 457 △6,212

当期変動額合計 457 △6,212

当期末残高 12,705 6,492

新株予約権   

前期末残高 － 3,295

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,295 5,153

当期変動額合計 3,295 5,153

当期末残高 3,295 8,448

少数株主持分   

前期末残高 6,367 17,965

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,597 △17,965

当期変動額合計 11,597 △17,965

当期末残高 17,965 －

純資産合計   

前期末残高 786,130 1,046,919

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 750,192

当期純利益 94,707 △1,326,309

自己株式の取得 － △845

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,350 △19,024

当期変動額合計 260,789 △626,198

当期末残高 1,046,919 420,721
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 169,662 △1,295,875

減価償却費 129,447 99,856

減損損失 － 88,569

のれん償却額 44,691 47,434

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,554 7,273

受取利息及び受取配当金 △2,184 △750

支払利息 26,345 42,634

持分法による投資損益（△は益） － 16,489

売上債権の増減額（△は増加） △27,524 60,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △898,008 1,042,987

仕入債務の増減額（△は減少） △74,253 △541,604

その他の償却額 5,827 2,825

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,416 △23,385

固定資産売却損益（△は益） △704 △7,791

固定資産除却損 374 5,974

株式交付費 461 24,765

たな卸資産評価損 － 296,391

未収消費税等の増減額（△は増加） △32,378 17,955

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,626 76,343

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

－ △6,743

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,128 △312,636

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,265 △28,972

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,289 △1,703

事業譲渡損益（△は益） △28,571 －

店舗閉鎖損失 3,413 －

子会社株式売却損益（△は益） △49,464 －

前受金の増減額（△は減少） 73,924 －

その他 － 2,353

小計 △765,688 △387,571

利息及び配当金の受取額 2,156 742

利息の支払額 △25,584 △35,984

法人税等の支払額 △126,492 △18,517

営業活動によるキャッシュ・フロー △915,608 △441,331
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △116,388 △308,573

投資有価証券の取得による支出 － △235,750

貸付けによる支出 － △2,000

貸付金の回収による収入 1,287 825

無形固定資産の取得による支出 △3,700 △6,750

固定資産の売却による収入 965 184,543

定期預金の預入による支出 － △113,050

定期預金の払戻による収入 50,000 22,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △33,862

敷金及び保証金の回収による収入 4,831 66,720

営業譲受による支出 △21,300 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △5,020 △1,870

事業譲渡による収入 42,617 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

111,180 －

その他 △1,388 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,084 △427,768

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △256,924 △13,523

株式の発行による収入 － 717,564

自己株式の取得による支出 － △845

配当金の支払額 △789 △29,855

短期借入金の純増減額（△は減少） 591,369 239,026

その他 － 50

財務活動によるキャッシュ・フロー 333,655 912,416

現金及び現金同等物に係る換算差額 457 △2,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △518,411 41,111

現金及び現金同等物の期首残高 1,014,278 495,867

現金及び現金同等物の期末残高 495,867 536,978
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前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ４社

連結子会社名

株式会社コムズ

株式会社ケーイーエス

大連賚卡睦通信設備有限公司

株式会社アレックシステムサービ

ス

上記のうち株式会社コムズにつ

いては、平成20年８月25日付で同

社の株式を一部売却したため、当

連結会計年度より連結の範囲から

除去され、持分法適用関連会社に

なりました。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

レカム株式会社

株式会社アスモ

大連賚卡睦通信設備有限公司

上記のうち、平成20年10月１日

に共同会社分割により新設したレ

カム株式会社を連結の範囲に含め

ております。また、株式会社アレ

ックシステムサービスは、平成21

年９月30日にレカム株式会社に吸

収合併され解散いたしました。

なお、株式会社ケ－イ－エスは商

号を変更し株式会社アスモとなり

ました。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

株式会社コムズについては、株式を

売却したことにより、持分比率が減少

したため、当連結会計年度から持分法

を適用しております。

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

株式会社コムズ 

  

 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社のう

ち主要な会社等の名称

レカムウイズ株式会社

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぶ影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

大連賚卡睦通信設備
有限公司

12月31日

株式会社コムズ ８月31日

連結財務諸表の作成に当たって、

大連賚卡睦通信設備有限公司につい

ては、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。また、当連結会計年度にお

いて、株式会社コムズの決算日を９

月30日より８月31日に変更し、株式

会社コムズについては、８月31日の

決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。なお、この決算日変更によ

る連結財務諸表に与える影響は軽微

であります。

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

大連賚卡睦通信設備 
有限公司

12月31日

連結財務諸表の作成に当たって、

大連賚卡睦通信設備有限公司につい

ては、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① その他有価証券

時価のないもの

同左

② たな卸資産

商品、製品、仕掛品及び原材料

移動平均法による低価法を採

用しております。

② たな卸資産

商品、製品、仕掛品及び原材料

移動平均法による原価法を採

用しております。

当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）を適用しております。 

 これにより営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失に与える

影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主

として定率法を、また、在外連結

子会社は主として定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

イ 建物及び構築物

10年～39年

ロ 機械装置及び運搬具

２年～10年

ハ 工具器具備品

２年～８年

(追加情報)

当社及び国内連結子会社は法人

税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。これにより損益に与

える影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主

として定率法を、また、在外連結

子会社は主として定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

イ 建物及び構築物

10年～39年

ロ 機械装置及び運搬具

２年～10年

ハ 工具器具備品

２年～８年

また、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法に

よっております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売期間(３年以

内)における見込販売数量に基づ

く償却額と、販売可能な残存販売

期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上する

方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売期間(３年以

内)における見込販売数量に基づ

く償却額と、販売可能な残存販売

期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上する

方法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法

によっております。

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費用は、支出時に全額

費用として処理しております。

(3) 繰延資産の処理方法

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 製品保証引当金

株式会社ケーイーエスは、製品

のアフターサービスの支払いに備

えるため、過去の実績に基づき計

上しております。

② 製品保証引当金

株式会社アスモは、製品のアフ

ターサービスの支払いに備えるた

め、過去の実績に基づき計上して

おります。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

在外連結子会社の資産、負債、収

益及び費用は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

(6) 重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、リー

ス物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(6) 重要なリース取引の処理方法

―――――

(7) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、８年間の

均等償却をしております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

―――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

――――――

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、移動平均法による低価法によっておりましたが、当

連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前純損

失に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております 

 

(リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計

士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記

載しております。 

 

―――――― (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い)

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応

報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結上必要

な修正を行っております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

(連結貸借対照表)

――――――

(連結貸借対照表)

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ290,070千円、748,932千円、463,612千円でありま

す。
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前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 発行済株式数の増加は、会社分割による吸収分割により、6,749株の新株発行(割当交付日：平成20年４月１

日)を実施したことによる増加分であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少 
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式(注)１ 53,676 6,749 ― 60,425

自己株式 ― ― ― ―

合計 53,676 6,749 ― 60,425

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結会計

年度
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 3,295

合計 ― ― ― ― ― 3,295

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 
定時株主総会

普通株式 30,210 資本剰余金 500 平成20年９月30日 平成20年12月22日
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当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

   
(変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  第三者割当による新株の発行による増加  162,000株 

  株式交換による新株の発行による増加    902株 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 60,425 162,902 ― 223,327

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 130 ― 130

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 8,448

合計 ― ― ― ― 8,448

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年12月19日 
定時株主総会

普通株式 30,210 500 平成20年９月30日 平成20年12月22日
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前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商材 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は474,740千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、184,779千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 平成19年度の法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日政令第83号))に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

情報通信機器 
販売事業 
(千円)

情報通信機器
製造事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,422,579 3,943,898 443,257 9,809,735 ― 9,809,735

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 2,557 94,507 97,065 △97,065 ―

計 5,422,579 3,946,455 537,765 9,906,801 △97,065 9,809,735

  営業費用 5,146,749 3,570,129 464,433 9,181,312 474,740 9,656,053

  営業利益 275,830 376,326 73,331 725,488 △571,805 153,682

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 1,294,090 2,519,279 319,337 4,132,707 184,779 4,317,486

  減価償却費 29,833 83,875 10,173 123,882 8,517 132,400

  資本的支出 4,051 167,112 174,604 345,769 1,277 347,046

事業区分 主要商材

情報通信機器販売事業 ビジネスホン、ＭＦＰ、その他ＯＡ機器の販売

情報通信機器製造事業 ビジネスホン端末の製造

その他事業
インターネット関連サービス、各種回線取次ぎ、その他営業受託、DMC
事業(大連)等
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当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商材 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は353,057千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、294,254千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 当連結会計年度より、その他事業で区分していたものを情報通信機器販売事業に区分変更いたしました。こ

の変更は、営業効率の向上や相乗効果を期待した組織再編によるものであります。 

７ 連結の範囲に関する事項の変更 

当連結会計年度より、共同会社分割により新設した、レカム株式会社を連結の範囲に含めております。 

８ 会計処理基準に関する事項の変更 

  (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による低価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

 これによる当連結会計年度よりの営業損失に与える影響は軽微であります。 

 （2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 当連結会計年度より平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第18号）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の営業損失への影響はありません。 

情報通信機器 
販売事業 
(千円)

情報通信機器
製造事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,790,317 2,834,375 7,624,693 ― 7,624,693

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 279 279 △279 ―

計 4,790,317 2,834,654 7,624,972 △279 7,624,693

  営業費用 4,639,232 3,488,634 8,127,866 353,057 8,480,924

  営業利益 151,085 △653,979 △502,893 △353,337 △856,231

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 1,572,175 1,478,913 3,051,089 294,254 3,345,343

  減価償却費 34,374 65,362 99,736 329 100,066

  資本的支出 1,241 228,602 229,843 6,641 236,484

事業区分 主要商材

情報通信機器販売事業
ビジネスホン、ＭＦＰ、その他ＯＡ機器の販売、インターネット関連
サービス等

情報通信機器製造事業 ビジネスホン端末の製造
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 （3）リース取引に関する会計基準等 

 連結財務諸所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13

号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる当連結会計年度の営業損失への影響はありません。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

 (省略) 

  

当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

(共通支配下の取引等) 

 共同会社分割 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  当社及び当社の連結子会社の株式会社アスモの情報通信機器販売事業 

事業の内容  情報通信機器の販売、リース、仲介、取次及び代理業務など 

(2) 企業結合の法的形式 

当社及び株式会社アスモを分割会社とし、両社が共同で設立する「レカム株式会社」を承継会社とす

る共同会社分割（新設分割） 

(3) 結合後企業の名称 

レカム株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

当社は従来から事業持株会社としてグループ経営を行い、お客さまに 適の情報通信システムを構築

する情報通信機器のワンストップ・サービスカンパニーを目指した成長戦略を進めてまいりました。ま

た、その実現に向けてＭ＆Ａにより情報通信機器の製造会社をグループ会社化し「製販一体型のビジネ

スモデル」の構築を進めております。 

 一方、情報通信機器分野の市場環境は技術革新が早く、通信環境も急速に変わるなど、顧客ニーズも

多様化してきております。こうしたなか、各事業の採算性や責任の明確化を図るとともに、資本提携等

の戦略的事業提携に機動的に対応しうるグループ運営体制が必要不可欠と判断し、純粋持株会社体制へ

移行いたしました。 

 また、グループ会社である株式会社アスモは、情報通信機器の製造事業のほか、ビジネスホンを中心

とした情報通信機器の代理店販売事業を行っておりましたが、代理店販売事業につきましては情報通信

機器の販売事業とのシナジーが大きいと判断し、当社の情報通信機器販売事業と株式会社アスモの代理

店販売事業を共同会社分割により事業統合いたしました。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

承継会社は当社の完全子会社となり、本件分割は共通支配下の取引となることから、簿価引継法にて会

計処理を行いました。なお、本件分割によるのれんの発生はありません。 

  

  

(企業結合等関係)
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 完全子会社化 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

株式会社アレックシステムサービス   情報通信販売事業(内容：情報通信機器の販売、リース、

仲介、取次及び代理業務など) 

(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下の取引(株式交換による株式会社アレックシステムサービスの完全子会社化) 

(3) 結合後企業の名称 

株式会社アレックシステムサービス 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

レカムグループは、情報通信機器のワンストップサービスカンパニーを目指し、その実現に向けて製

販一体型のビジネスモデルの構築を目指しており、当社は、迅速な意思決定による事業ポートフォリオ

の 適化とグループ企業価値の 大化を図る企業を目指して事業展開を行っております。一方、アレッ

クシステムサービスは、平成18年10月にレカム株式会社（現、当社）との資本提携を契機として事業の

選択と集中を推し進め、当社のＦＣ加盟店として情報通信機器販売事業に特化して収益の改善を進めて

まいりました。当社は、アレックシステムサービスをレカムグループにおけるＦＣ事業の中核企業およ

びパイロット企業として位置付けており、経営の一元化、迅速化を図ることが必要と判断し、アレック

システムサービスを完全子会社といたしました。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

本株式交換は、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引に該当いたします。 

  

３ 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価及びその内訳 

 
  

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

① 株式の種類及び交換比率 

普通株式 レカムホールディングス株式会社 １：株式会社アレックシステムサービス 0.3 

② 交換比率の算定方法 

当社については市場価格法、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（ＤＣＦ法）、アレックシ

ステムサービスについては市場価格法、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（ＤＣＦ法）を用

いた上で、株式交換比率算定の基礎となる指標値を分析し、株式交換比率を算定いたしました。 

③ 交付株式数及びその評価額 

902株   ９百万円 

  

取得の対価

 株式会社アレックシステムサービスの株

式

10百万円

     取得原価 10百万円
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(3) 発生した負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

① のれんの金額      ９百万円 

② 発生原因 

完全子会社化に伴う少数株主持分調整等により発生いたしました。 

③ 償却の方法及び償却期間 

８年間で均等償却 

  

  

 連結子会社間の合併 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

結合企業 

 レカム株式会社 

 情報通信販売事業(内容：情報通信機器の販売、リース、仲介、取次及び代理業務など) 

被結合企業 

 株式会社アレックシステムサービス 

 情報通信販売事業(内容：情報通信機器の販売、リース、仲介、取次及び代理業務など) 

(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下における吸収合併方式 

(3) 結合後企業の名称 

レカム株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

レカム株式会社は、情報通信機器の販売会社として、直営・ＦＣ・代理店の３つの販売チャネルによ

り、日本全国にて営業活動を行っております。一方、株式会社アレックシステムサービスは、北関東エ

リアに基盤を持つレカム株式会社のＦＣ加盟店事業に経営資源を集中することで、収益を回復してまい

りました。レカムグループとしましては、今後情報通信機器販売事業を一層拡大していくためには、両

社を合併することにより、人的交流を活発にし、運営組織を再編・活性化させ、共通業務を統合するこ

と等により、事業採算性の飛躍的向上が図れるものと判断し、両社を合併いたしました。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号（平成17年12月

27日、平成19年11月15日改正））に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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(注) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

 
１株当たり純資産額 16,974.08円 １株当たり純資産額 1,847.13円

 
１株当たり当期純利益金額 1,660.06円

 
１株当たり当期純損失金額 △16,347.99円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益又は当期純損失（△） 
 (千円)

94,707 △1,326,309

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

 普通株式に係る当期純利益(千円) 94,707 △1,326,309

 期中平均株式数(株) 57,050 81,129

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

  

 

新株予約権(旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引受権の数

324個。旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の数1,272個)

新株予約権(旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引受権の数

264個。旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の数1,151個)

レカムホールディングス㈱（3323） 平成21年9月期決算短信

－36－



前連結会計年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

(1) 共同会社分割による純粋持株会社への移行、及びグループ事業統合 

平成20年６月27日の当社子会社である株式会社ケーイーエスとの合意に基づき、当社の事業及び株式

会社ケーイーエスが行う情報通信機器の代理店販売事業を会社分割し、平成20年10月1日をもって新た

にレカム株式会社を共同会社分割(新設分割)の方式により設立致しました。 

これにより、当社は純粋持株会社へ移行し、商号を「レカムホールディングス株式会社」に変更致し

ました。また、株式会社ケーイーエスの商号を「株式会社アスモ」に変更いたしました。 

会社分割の概要は、次のとおりであります。 

① 会社分割の目的 

当社は従来から事業持株会社としてグループ経営を行い、お客さまに 適の情報通信システムを構

築する情報通信機器のワンストップ・サービスカンパニーを目指した成長戦略を進めてまいりまし

た。また、その実現に向けてＭ＆Ａにより情報通信機器の製造会社をグループ会社化し、「製販一体

型のビジネスモデル」の構築を進めております。 

一方、情報通信機器分野の市場環境は技術革新が早く、通信環境も急速に変わるなど、顧客ニーズ

も多様化してきております。こうしたなか、各事業の採算性や責任の明確化を図るとともに、資本提

携等の戦略的事業提携に機動的に対応しうるグループ運営体制が必要不可欠と判断し、純粋持株会社

体制へ移行いたしました。 

また、グループ会社である株式会社アスモ(旧・株式会社ケーイーエス)は、情報通信機器の製造事

業のほか、ビジネスホンを中心とした情報通信機器の代理店販売事業を行っておりますが、代理店販

売事業につきましては当社が行う情報通信機器の販売事業とのシナジーが大きいと判断し、当社の情

報通信機器販売事業と株式会社アスモ(旧・株式会社ケーイーエス)の代理店販売事業を共同会社分割

により事業統合いたしました。 

② 会社分割の要旨 

a 分割の日程 分割日(効力発生日) 平成20年10月１日 

新設会社設立登記日   平成20年10月１日 

ｂ 分割方式  当社及び株式会社アスモ(旧・株式会社ケーイーエス)を分割会社とし、両社が共同

で設立する「レカム株式会社」を承継会社とする共同会社分割(新設分割)です。 

③ 分割した事業の内容 

当社の情報通信機器販売事業及び株式会社アスモ(旧・株式会社ケーイーエス)の代理店販売事業 

④ 新設会社の状況 

(重要な後発事象)

ａ 商号 レカム株式会社

ｂ 事業内容 情報通信機器の販売、リース、仲介、取次及び代理業務

情報通信機器の設置工事及び保守・管理業務

情報処理サービス業並びに情報提供サービス業

ｃ 本店所在地 東京都中央区勝どき三丁目12番１号

ｄ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤秀博

ｅ 資本金 10百万円
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⑥ 実施した会計処理の概要 

承継会社は当社の完全子会社となり、本件分割は共通支配下の取引となることから、簿価引継法に

て会計処理を行いました。なお、本件分割によるのれんの発生はありません。 

  

(2) 子会社株式の追加取得に関する事項 

当社は、平成20年11月21日に開催しました取締役会において、当社連結子会社の株式会社アレックシ

ステムサービスの株式3,007株を株式交換により追加取得することを決議し、株式交換契約を締結いた

しました。これにより、株式交換日の平成21年４月１日(予定)をもって所有割合が100％となり、当社

の完全子会社となります。 

① 株式取得の目的 

レカムグループは、情報通信機器のワンストップサービスカンパニーを目指し、その実現に向けて

製販一体型のビジネスモデルの構築を目指しており、当社は、迅速な意思決定による事業ポートフォ

リオの 適化とグループ企業価値の 大化を図る企業を目指して事業展開を行っております。 

一方、アレックシステムサービスは、平成18年10月にレカム株式会社(現、当社)との資本提携を契

機として事業の選択と集中を推し進め、当社のＦＣ加盟店として情報通信機器販売事業に特化して収

益の改善を進めてまいりました。 

今般、当社は、アレックシステムサービスをレカムグループにおけるＦＣ事業の中核企業およびパ

イロット企業として位置付けており、経営の一元化、迅速化を図ることが必要と判断し、アレックシ

ステムサービスを完全子会社とすることにいたしました。 

② 対象の子会社の名称   株式会社アレックシステムサービス 

③ 株式交換の日程 

 
(注) 本株式交換にあたり、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき簡易株式交換の手続きにより、株

主総会の承認を得ずに行う予定であります。 
  

④ 株式交換に係る割当ての内容 

 
(注) １ 株式の割当比率 

アレックシステムサービスの普通株式１株に対して、当社の普通株式0.3株を割当交付いたします。な

お、当社が保有するアレックシステムサービス株式4,992株については、株式交換による株式の割当を

行いません。 

２ 株式交換により交付する株式数等 

当社は、本株式交換により、普通株式902株を割当交付する予定です。なお、本株式交換によりアレッ

クシステムサービスの株主に交付しなければならない当社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じ

た場合には、会社法第234条の規定に従い、当該株式に対し１株に満たない端数部分に応じた金額を支

払います。 
  

⑤ 株式交換完全子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 

該当事項はありません。 

株式交換決議取締役会(両社) 平成20年11月21日

株式交換契約締結  (両社) 平成20年11月21日

株式交換承認株主総会(アレックシステムサービス) 平成20年12月16日

株式交換の日(効力発生日) 平成21年４月１日(予定)

レカムホールディングス株式会社
(株式交換完全親会社)

株式会社アレックシステムサービス
(株式交換完全子会社)

株式交換比率 １ 0.3
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⑥ 株式交換当事会社の概要 

 
(注) 当社は平成20年10月１日付で会社分割により持株会社となり、商号をレカムホールディングス株式会社に

変更しております。 
  

⑦ 会計処理の概要 

本株式交換は、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引に該当いたします。 

  

当連結会計年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

  該当事項はありません。 

(1) 商号
レカムホールディングス株式会社
(株式交換完全親会社)

株式会社アレックシステムサービス
(株式交換完全子会社)

(2) 事業内容
情報通信機器販売事業・製造事業の
管理・運営等

通信機器販売事業 
 

(3) 設立年月日 平成６年９月30日 平成３年７月10日

(4) 本店所在地 東京都中央区勝どき三丁目12番１号 群馬県前橋市下石倉町26番地５

(5) 代表者の役職氏名
代表取締役社長
伊藤 秀博

代表取締役社長 
岩田 英作

(6) 資本金 545,250千円 79,975千円

(7) 発行済株式数 60,425株 7,999株

(8) 純資産 1,046,919千円(連結) 46,998千円(単体)

(9) 総資産 4,317,486千円(連結) 137,647千円(単体)

(10) 決算期 ９月30日 ９月30日

(11) 大株主及び持株比率
伊藤 秀博14.2％
嶋津 良智8.6％

レカム株式会社
(現レカムホールディングス株式会社)62.4％

(12) 当事者間の関係等

資本関係
当社は株式会社アレックシステムサービスの
62.41％の株式を保有しております。

人的関係
当社から株式会社アレックシステムサービスへの
役員の派遣等があります。

取引関係
当社から株式会社アレックシステムサービスへの
経営指導等があります。

関連当事者への該当状況
株式会社アレックシステムサービスは当社の連結
子会社であります。
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 232,581 283,204

売掛金 512,261 －

商品 46,067 －

前払費用 22,335 12,597

未収入金 80,674 69,917

未収消費税等 － 13,728

その他 4,738 7,452

貸倒引当金 △9,385 －

流動資産合計 889,273 386,899

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 210 6,070

減価償却累計額 △66 △168

建物附属設備（純額） 143 5,901

工具、器具及び備品 34,647 13,033

減価償却累計額 △26,464 △10,390

工具、器具及び備品（純額） 8,183 2,643

有形固定資産合計 8,326 8,544

無形固定資産   

のれん 161,280 －

ソフトウエア 77,282 47,286

電話加入権 3,242 3,242

無形固定資産合計 241,804 50,529

投資その他の資産   

投資有価証券 － 232,800

関係会社株式 579,085 147,053

関係会社出資金 44,981 44,981

関係会社長期貸付金 － 437,000

長期前払費用 365 118

敷金及び保証金 55,114 23,271

その他 － 1,920

投資その他の資産合計 679,546 887,144

固定資産合計 929,677 946,217

資産合計 1,818,951 1,333,117
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 361,034 －

短期借入金 166,300 120,000

1年内返済予定の長期借入金 79,143 －

未払金 15,419 4,445

未払費用 51,010 12,292

未払法人税等 11,802 4,435

前受金 24 －

預り金 120,130 2,534

未払消費税等 1,610 －

その他 2,155 728

流動負債合計 808,630 144,436

固定負債   

長期預り金 1,500 －

固定負債合計 1,500 －

負債合計 810,130 144,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,250 915,450

資本剰余金   

資本準備金 － 373,221

その他資本剰余金 445,147 421,707

資本剰余金合計 445,147 794,928

利益剰余金   

利益準備金 10,003 10,003

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 5,125 △539,304

利益剰余金合計 15,128 △529,301

自己株式 － △845

株主資本合計 1,005,525 1,180,232

新株予約権 3,295 8,448

純資産合計 1,008,821 1,188,680

負債純資産合計 1,818,951 1,333,117
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,207,103 416,050

売上原価   

商品期首たな卸高 48,030 －

当期商品仕入高 3,204,446 －

合計 3,252,476 －

商品期末たな卸高 46,067 －

売上原価合計 3,206,409 －

売上総利益 1,000,693 416,050

販売費及び一般管理費 － 378,909

役員報酬 37,047 －

給料 435,431 －

福利厚生費 53,916 －

交通費 48,130 －

広告宣伝費 7,840 －

通信費 29,111 －

顧問料 38,424 －

減価償却費 38,453 －

賃借料 80,972 －

業務委託費 127,607 －

支払手数料 － －

貸倒引当金繰入額 6,666 －

その他 164,326 －

販売費及び一般管理費合計 1,067,928 －

営業利益又は営業損失（△） △67,234 37,140

営業外収益   

受取利息 701 1,431

受取手数料 337 －

受取配当金 22,000 －

経営指導料 57,198 －

未払配当金除斥益 － 539

その他 2,547 874

営業外収益合計 82,784 2,845

営業外費用   

支払利息 5,808 －

株式交付費 461 24,765

為替差損 994 －

その他 278 166

営業外費用合計 7,543 24,931

経常利益 8,007 15,053
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

受取補償金 19,000 －

新株予約権戻入益 － 2,804

特別利益合計 19,000 2,804

特別損失   

関係会社株式評価損 － 537,455

固定資産除却損 34 2,120

損害賠償金 10,126 －

事業再編損 4,883 －

本社移転費用 － 22,329

その他 － 183

特別損失合計 15,044 562,088

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 11,962 △544,231

法人税、住民税及び事業税 6,837 198

法人税等合計 6,837 198

当期純利益又は当期純損失（△） 5,125 △544,430
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 545,250 545,250

当期変動額   

新株の発行 － 370,200

当期変動額合計 － 370,200

当期末残高 545,250 915,450

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 513,882 －

当期変動額   

資本準備金の取崩 △513,882 3,021

新株の発行 － 370,200

当期変動額合計 △513,882 373,221

当期末残高 － 373,221

その他資本剰余金   

前期末残高 － 445,147

当期変動額   

資本準備金の取崩 513,882 △3,021

欠損填補 △219,467 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 9,792

当期変動額合計 445,147 △23,439

当期末残高 445,147 421,707

資本剰余金合計   

前期末残高 513,882 445,147

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △219,467 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 379,992

当期変動額合計 △68,735 349,781

当期末残高 445,147 794,928

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,003 10,003

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,003 10,003
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △219,467 5,125

当期変動額   

欠損填補 219,467 －

当期純利益 5,125 △544,430

当期変動額合計 224,592 △544,430

当期末残高 5,125 △539,304

利益剰余金合計   

前期末残高 △209,463 15,128

当期変動額   

欠損填補 219,467 －

当期純利益 5,125 △544,430

当期変動額合計 224,592 △544,430

当期末残高 15,128 △529,301

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △845

当期変動額合計 － △845

当期末残高 － △845

株主資本合計   

前期末残高 849,668 1,005,525

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 750,192

当期純利益 5,125 △544,430

自己株式の取得 － △845

当期変動額合計 155,857 174,706

当期末残高 1,005,525 1,180,232

新株予約権   

前期末残高 － 3,295

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,295 5,153

当期変動額合計 3,295 5,153

当期末残高 3,295 8,448
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 849,668 1,008,821

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △30,210

新株の発行 150,732 750,192

当期純利益 5,125 △544,430

自己株式の取得 － △845

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,295 5,153

当期変動額合計 159,152 179,859

当期末残高 1,008,821 1,188,680
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前事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

  

前事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

自己株式に関する事項 

 
  

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針の変更】

（表示方法の変更）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(損益計算書)

営業外収益の「法人税等還付加算金」は当事業年度に

おいて金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

まれております。なお、当事業年度の「その他」に含ま

れている「法人税等還付加算金」は７千円であります。

(損益計算書)

―――――――

――――――― 前事業年度において販売費及び一般管理費を区分掲記

しておりましたが、ホールディングス化に伴い人件費の

割合が増し区分掲記する科目数が前期より大幅に減少し

たため、当事業年度においては「販売費及び一般管理

費」として一括表示しております。

(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 130 ― 130
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前事業年度(自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日) 

(1) 共同会社分割による純粋持株会社への移行、及びグループ事業統合 

平成20年６月27日の当社子会社である株式会社ケーイーエスとの合意に基づき、当社の事業及び株式

会社ケーイーエスが行う情報通信機器の代理店販売事業を会社分割し、平成20年10月1日をもって新た

にレカム株式会社を共同会社分割(新設分割)の方式により設立致しました。 

これにより、当社は純粋持株会社へ移行し、商号を「レカムホールディングス株式会社」に変更致し

ました。また、株式会社ケーイーエスの商号を「株式会社アスモ」に変更いたしました。 

  

詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」

に記載のとおりであります。 

  

(2) 子会社株式の追加取得に関する事項 

当社は、平成20年11月21日に開催しました取締役会において、当社連結子会社の株式会社アレックシ

ステムサービスの株式3,007株を株式交換により追加取得することを決議し、株式交換契約を締結いた

しました。これにより、株式交換日の平成21年４月１日(予定)をもって所有割合が100％となり、当社

の完全子会社となります。 

  

詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」

に記載のとおりであります。 

  

当事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

  該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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本日（平成21年11月13日）別途開示いたしました「代表取締役の異動および役員の異動に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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