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平成 21 年 12 月 25 日 

各  位 

 

会社名 株式会社レナウン 

代表者 代表取締役社長 北畑 稔 

（ｺｰﾄﾞ番号 3606 東証第一部） 

問合せ先 法務・広報ＩＲ部長  

山内 浩史 

（℡：03-5496-8092） 

 

 

連結子会社の異動（譲渡）及び特別損益の計上に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社

レリアン（以下、レリアンという）の当社保有株式の一部を伊藤忠商事株式会社（以下、伊

藤忠という）に対し譲渡する旨、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．譲渡の理由 

当社は 2009 年５月以降、新たな経営体制の下で、新経営方針であるＲＭＡＰを掲げ、厳

しい市況を乗り越え、再び成長を遂げるべく更なる事業構造改革に資する様々な諸施策を

検討して参りました。今回の株式譲渡については、当社とレリアンとのシナジーならびに

ビジネスモデルの違い等を勘案し、候補企業の中から総合的に検討した結果、伊藤忠に対

し譲渡することといたしました。 

当社はこれにより本業への集中、ならびに、財務体質の改善及び投資資金の確保をはか

り、成長戦略の実現を目指してまいります。 

また、当社と伊藤忠は、当社がレリアン株式を継続して保有することを含め、ライセン

ス契約先として、また、主要仕入先として今日まで長きに亘り築き上げてきた良好な取引

関係を継続し、今後はアライアンスパートナーとしての更なる強固な関係の構築を目指し

ます。当社と伊藤忠は業務提携をすることで合意し、「調達・生産・物流」の分野等におけ

る協業を目指すものといたします。この業務提携を通じて、更なる収益体制の強化に向け

たインフラ整備ならびに効率化を推し進め、ＲＭＡＰの実現を目指してまいります。 

なお、両社の業務提携の詳細につきましては、本日、当社が別途開示する「伊藤忠商事

株式会社との業務提携に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

２．株式譲渡について 

(1) 異動する連結子会社の概要（平成 20 年 12 月 31 日現在） 

①商 号  株式会社レリアン 

②所 在 地  東京都世田谷区 

③代 表 者  社長 湊 賢夫 

④事 業 内 容  繊維製品販売 
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⑤資 本 金  600 百万円 

⑥設 立 年 月 日  1968 年４月１日 

⑦大株主及び議決権比率  株式会社レナウン 56.36% 

     三菱レイヨン株式会社 34.92% 

⑧当社と当該会社との関係  資本関係：連結子会社 

   人的関係：役員 3名（内 3名兼務）の派遣 

取引関係：特にありません 

⑨最近事業年度の業績の動向 

 （単体）  

決算期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

売上高 49,209 百万円 49,275 百万円 45,788 百万円

営業利益 2,234 百万円 2,211 百万円 1,376 百万円

経常利益 2,350 百万円 2,342 百万円 1,449 百万円

当期純利益 809 百万円 1,287 百万円 672 百万円

純資産 26,444 百万円 27,097 百万円 27,015 百万円

総資産 38,229 百万円 38,034 百万円 37,141 百万円

1株当り純資産 29,739 円 30,474 円 30,381 円

1 株当り当期利益 837 円 1,448 円 756 円

1 株当り配当金 150 円 150 円 250 円

 

 （レリアン及びその子会社の単純合算）  

決算期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

売上高 65,632 百万円 66,391 百万円 62,736 百万円

営業利益 2,482 百万円 2,472 百万円 1,576 百万円

経常利益 2,591 百万円 2,627 百万円 1,617 百万円

当期純利益 492 百万円 892 百万円 550 百万円

純資産 29,255 百万円 29,498 百万円 29,240 百万円

総資産 49,472 百万円 48,642 百万円 47,308 百万円

(注)レリアンは、その子会社を含めた連結決算を行っていないため、単純合算にて計

算しております。 

 

(2) 譲渡先の概要 

①商 号  伊藤忠商事株式会社 

②所 在 地  東京都港区 

③代 表 者  代表取締役社長 小林 栄三 

④事 業 内 容  総合商社 

⑤設 立 年 月 日  1949 年 12 月 1 日 

⑥資 本 金  202,241 百万円 

⑦大株主及び持株比率  日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口） 7.43% 

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口） 5.43% 
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⑧当 社 と の 関 係  資本関係：該当いたしません。 

   人的関係：該当いたしません。 

取引関係：製品の仕入先 

関連当事者への該当状況：該当いたしません。 

 

(3) 譲渡価格    8,764 百万円 

 

(4) 異動前後の所有株式数及び議決権比率 

（異動前）  （異動後） 

当社所有株式数   501,190 株      32,000 株 

議決権比率   56.36％   3.60％ 

 

(5) 異動年月日 

平成 21 年 12 月 25 日 取締役会承認 

平成 21 年 12 月 25 日 株式譲渡契約締結 

平成 22 年 １月 15 日 株式譲渡実行（予定） 

 

３．株式譲渡に伴い異動する子会社について 

レリアン株式の譲渡に伴い、別紙 1記載のレリアン子会社５社が異動することとなり

ます。 

 

４．今後の見通し 

上記株式の譲渡による損益の概算額は、連結で約 40 億円の特別損失、単体で約 70

億円の特別利益となり、平成 22 年 2 月期にてそれぞれ特別損益に計上する予定であり

ます。 

 

なお、平成22年 2月期の業績予想に与える影響につきましては、現在精査中であり、

変更が必要な場合は、確定次第開示いたします。 

以 上 
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（別紙１） 

名称 ㈱アーデン  平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年 

12 月期 
平成 20 年 

12 月期 
事業内容 加工食品・果汁飲料

の製造販売 

総資産 1,994 百万円 2,027 百万円 2,124 百万円

設立年月日 平成４年 11 月２日 純資産 717 百万円 819 百万円 900 百万円

代表者の氏名 古市 透 売上高 3,535 百万円 3,941 百万円 4,220 百万円

所在地 長野県小諸市 営業利益 85 百万円 146 百万円 165 百万円

資本金 1,000 百万円 経常利益 89 百万円 154 百万円 173 百万円

大株主 ﾚﾘｱﾝ 100% 当期利益 32 百万円 104 百万円 82 百万円

備考 レナウンとの資本関係、人的関係、取引関係はございません。 

 

名称 ㈱アバン  平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年 

12 月期 
平成 20 年 

12 月期 
事業内容 繊維製品販売 総資産 7,492 百万円 6,726 百万円 6,342 百万円

設立年月日 昭和 54 年５月 21 日 純資産 1,715 百万円 1,146 百万円 905 百万円

代表者の氏名 山口 省一 売上高 8,232 百万円 8,094 百万円 7,901 百万円

所在地 兵庫県神戸市中央区 営業利益 1 百万円 △36 百万円 △34 百万円

資本金 34 百万円 経常利益 △7百万円 △35 百万円 △71 百万円

大株主 ﾚﾘｱﾝ 100% 当期利益 △443 百万円 △568 百万円 △241 百万円

備考 レナウンとの資本関係、人的関係、取引関係はございません。 

 

名称 ㈱インヴィテーショ

ン 

 平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年 

12 月期 
平成 20 年 

12 月期 
事業内容 繊維製品販売 総資産 1,531 百万円 1,536 百万円 1,453 百万円

設立年月日 平成４年２月 19 日 純資産 204 百万円 237 百万円 258 百万円

代表者の氏名 竹入 敏夫 売上高 4,374 百万円 4,507 百万円 4,233 百万円

所在地 東京都品川区 営業利益 124 百万円 115 百万円 51 百万円

資本金 30 百万円 経常利益 129 百万円 123 百万円 50 百万円

大株主 ﾚﾘｱﾝ 100% 当期利益 72 百万円 38 百万円 26 百万円

備考 レナウンとの資本関係、人的関係、取引関係はございません。 
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名称 ㈱プロシード  平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年 

12 月期 
平成 20 年 

12 月期 
事業内容 繊維製品製造 総資産 ― 88 百万円 72 百万円

設立年月日 平成 19 年２月１日 純資産 ― 11 百万円 12 百万円

代表者の氏名 八子 和之 売上高 ― 303 百万円 398 百万円

所在地 新潟県加茂市 営業利益 ― 0 百万円 1 百万円

資本金 ９百万円 経常利益 ― 3 百万円 1 百万円

大株主 ｲﾝｳﾞｨﾃｰｼｮﾝ 90% 

兼松繊維  10% 

当期利益 ― 2 百万円 1 百万円

備考 レナウンとの資本関係、人的関係、取引関係はございません。 

 

名称 蕾儷昂股份有限公司  平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年 

12 月期 
平成 20 年 

12 月期 
事業内容 繊維製品販売 総資産 223 百万円 228 百万円 173 百万円

設立年月日 平成２年５月 31 日 純資産 173 百万円 185 百万円 148 百万円

代表者の氏名 鈴木 孝夫 売上高 280 百万円 268 百万円 193 百万円

所在地 中華民国台北県 営業利益 36 百万円 35 百万円 16 百万円

資本金 20 百万ﾆｭｰ台湾ﾄﾞﾙ 経常利益 29 百万円 37 百万円 14 百万円

大株主 ﾚﾘｱﾝ 100% 当期利益 21 百万円 27 百万円 9 百万円

備考 レナウンとの資本関係、人的関係、取引関係はございません。 

 
 
 



 6

（別紙 2） 
 
異動前の組織 
 
 

 

レナウン

56.36% 

レリアン

アーデン アバン ｲﾝｳﾞｨ 
ﾃｰｼｮﾝ 

プロ 
シード 

蕾儷昂股

份有限公

司 

100% 100% 100%

90% 

100%

今回の異動対象 


