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平成 22 年４月 26 日 

各  位 

会 社 名  株式会社リコー 

代表者氏名  代表取締役 社長執行役員 近藤 史朗 

       （コード番号 7752 東・大・名証第１部、福、札） 

問い合わせ先 広報室長 斉藤 穣 

                        電 話 番 号 03（6278）5228 

 

 

「国内の販売体制再編のお知らせ」 

 

当社は、本日開催の取締役会において、国内販売体制の再編を決定しましたので、下記の通り

お知らせいたします。 

本再編では、当社の販売事業部門(一部事業を除く)を当社の１００％子会社であるリコー販売

株式会社（以下、「リコー販売」といいます。）へ吸収分割により承継させ、あわせてリコー販

売を存続会社とし当社の１００％子会社であるリコー北海道株式会社（以下、「リコー北海道」）、

リコー東北株式会社（以下、「リコー東北」）、リコー中部株式会社（以下、「リコー中部」）、

リコー関西株式会社（以下、「リコー関西」）、リコー中国株式会社（以下、「リコー中国」）、

リコー九州株式会社（以下、「リコー九州」）を消滅会社とする吸収合併を行います。 

なお、本件は、１００％連結子会社と共同で行う簡易組織再編であるため、開示事項・内容を

一部省略して開示しています。 

 

記 

Ⅰ．再編の目的 

多様化するお客様のニーズに対応したスピーディーな意思決定を行うことができる販売体制を

構築することにより、グループの総合力を活かしたソリューション提供力の強化、および経営の

効率化を図ることを目的としています。 

 

Ⅱ．再編の要旨 

１）当社の事業の一部分割 

１．吸収分割の要旨 

（１） 会社分割の日程 

平成 22 年４月 26 日 会社分割決議取締役会 

   平成 22 年４月 26 日 会社分割契約締結 

   平成 22 年７月１日     会社分割予定日（効力発生日） 

 

  （注）本会社分割は会社法 784 条第 3 項に定める要件を満たすため、当社における会社分割

契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。 

  

（２）分割方式 

①分割方式 

 当社を分割会社とし、リコー販売を承継会社とする吸収分割です。 

②吸収分割方式を採用した理由 

 当社の１００％子会社を対象としたグループ内組織再編における迅速性、法的手続きの利

便性の観点から吸収分割方式を採用しました。   
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（３）分割にかかる割当の内容 

  リコー販売は、分割対価として普通株式を 263,491 株発行し、当社に対して交付いたしま

す。 

 

（４）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   新株予約権は発行しておりません。また当社の新株予約権付社債の取扱いに変更はありま

せん。 

 

（５）分割により減少する資本金 

本吸収分割による当社の資本金の減少はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   承継会社であるリコー販売は、会社分割の効力発生日において、当該分割にかかる事業（Ⅱ

１）３（１）に記載の事業）に属する資産、負債、契約上の地位その他権利義務を当社から

承継します。但し、吸収分割契約に定めるものを除きます。 

 

（７）債務履行の見込み 

   当社およびリコー販売はいずれも分割後に十分な純資産が確保される見込みであり、負担

すべき債務の履行につきましては、その確実性に問題はないものと判断しております。 

 

 

２．分割当事会社の概要 

   （平成 21 年９月 30 日現在） 

（１）商号 株式会社リコー 

（分割会社） 

リコー販売株式会社 

（承継会社）（注１） 

（２）事業内容 事務機器、光学機器・その他デバイス製品等の

開発・生産・販売・サービス 

事務機器等の販売 

（３）設立年月日 昭和 11 年２月６日 昭和 34 年５月２日 

（４）本店所在地 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 東京都中央区銀座 7丁目 16 番 12 号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 近藤史朗 代表取締役 社長執行役員 谷口邦雄 

（６）資本金 135,364 百万円 622 百万円 

（７）発行済株式数 744,912,078 株 1,151,545 株 

（８）純資産 1,005,438 百万円（連結） 10,810 百万円（単体） 

（９）総資産 2,376,976 百万円（連結） 74,435 百万円（単体） 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱（信託口）   8.59% ㈱リコー                   100.00%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱（信託口） 7.22%  

日本生命保険相互会社         5.07%  

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行         4.95%  

（11）大株主及び持株比率

 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口 9)  2.60%  

（注１）平成 22年７月１日付にて商号変更を予定しております。
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３．分割する事業部門の概要 

（１） 分割する部門の事業内容 

当社の販売事業本部に係る事業（官庁営業事業、郵政営業事業、システム商材及び情報用

紙の調達供給事業並びに販売事業本部各支店に係る事業を除く。）となります。 

 

（２） 分割する部門の平成 22 年３月期における経営成績 

 分割事業実績 

売上高（百万円） 33,421 

 

（３） 分割する資産、負債の項目および金額（平成 22 年３月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（百万円） -  流動負債（百万円） 2 

固定資産（百万円） 2,764 固定負債（百万円） - 

合計（百万円） 2,764 合計（百万円） 2 

  （注）上記金額に、効力発生日までの増減を加減した上で確定いたします。 

 

（４） 分割後の当社の状況 

本分割で、商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金及び決算期の変更はありません。 

 

（５） 業績に与える影響 

本分割による連結業績への影響はありません。また、単体業績への影響は軽微であると見

込んでおります。 

 

 

２）子会社(リコー販売、リコー北海道、リコー東北、リコー中部、リコー関西、リコー中国、リ

コー九州)の合併 

１．合併の要旨 

（１）合併の日程 

平成 22 年４月 21 日から同年４月 26 日の間   吸収合併決議取締役会 

   平成 22 年４月 21 日から同年４月 26 日の間  吸収合併契約締結 

平成 22 年５月 27 日から同年６月１日の間   吸収合併承認株主総会予定日 

   平成 22 年７月１日              吸収合併予定日（効力発生日） 

 

（２）合併方式 

   リコー販売を存続会社として、リコー北海道、リコー東北、リコー中部、リコー関西、リ

コー中国、リコー九州を吸収合併します。 

 

（３）合併にかかわる割当の内容 

   リコー販売は、各合併消滅会社の唯一の株主である当社に対し、合併対価として株式を交

付いたします。 
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２．合併当事会社の概要 

（平成 21 年９月 30 日現在） 

（１）商号 リコー販売株式会社 

（存続会社）（注１） 

（２）事業内容 事務機器等の販売 

（３）設立年月日 昭和 34 年５月２日 

（４）本店所在地 東京都中央区銀座 7丁目 16 番 12 号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 谷口邦雄 

（６）資本金 622 百万円 

（７）発行済株式数 1,151,545 株 

（８）純資産 10,810 百万円 

（９）総資産 74,435 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 

（11）大株主及び持株比率 ㈱リコー 100.00% 

 

（１）商号 リコー北海道株式会社 

（消滅会社） 

リコー東北株式会社 

（消滅会社） 

リコー中部株式会社 

（消滅会社） 

（２）事業内容 事務機器等の販売 事務機器等の販売 事務機器等の販売 

（３）設立年月日 昭和 45 年４月 24 日 昭和 43 年 11 月４日 昭和 39 年６月１日 

（４）本店所在地 北海道札幌市北区北七条西

４丁目 12 

宮城県仙台市青葉区五橋１

丁目５番３号 

愛知県名古屋市北区稚児宮

通一丁目３０番地 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役 社長 

坂主智弘 

代表取締役 社長執行役員 

佐藤憲一 

代表取締役 社長執行役員 

荒川章 

（６）資本金 95 百万円 200 百万円 400 百万円 

（７）発行済株式数 95,000 株 400,000 株 800,000 株 

（８）純資産 583 百万円 2,472 百万円 2,378 百万円 

（９）総資産 6,172 百万円 10,910 百万円 16,845 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）大株主及び持株比率 ㈱リコー 100.00% ㈱リコー 100.00% ㈱リコー 100.00% 

 

（１）商号 リコー関西株式会社 

（消滅会社） 

リコー中国株式会社 

（消滅会社） 

リコー九州株式会社 

（消滅会社） 

（２）事業内容 事務機器等の販売 事務機器等の販売 事務機器等の販売 

（３）設立年月日 昭和 42 年１月 13 日 昭和 42 年５月 23 日 昭和 43 年２月 13 日 

（４）本店所在地 大阪府大阪市中央区谷町４

丁目 11 番６号 

広島県広島市中区八丁堀５

番７号 

福岡県福岡市西区石丸２丁

目 38 番 29 号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 

佐藤邦彦 

代表取締役 社長執行役員 

家永康直 

代表取締役 社長執行役員 

赤星敏明 

（６）資本金 700 百万円 200 百万円 300 百万円 

（７）発行済株式数 1,400,000 株 400,000 株 600,000 株 

（８）純資産 6,742 百万円 1,017 百万円 4,230 百万円 

（９）総資産 34,366 百万円 7,772 百万円 16,290 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）大株主及び持株比率 ㈱リコー 100.00% ㈱リコー 100.00% ㈱リコー 100.00% 

（注１）平成 22 年７月１日付にて商号変更を予定しております。 
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Ⅲ．再編後の子会社の状況について 

 効力発生日をもって、リコー販売株式会社の商号をリコージャパン株式会社に変更する予定で

す。 

 再編後当該子会社の概要は以下のとおりです。 

（１）商号 リコージャパン株式会社 

（２）事業内容 事務機器等の販売 

（３）本店所在地 東京都中央区 

（４）代表者の役職・氏名 未定 

（５）資本金 2,517 百万円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

Ⅳ．今後の見通し 

 本再編はいずれも当社及び当社の１００％出資の連結子会社間の再編であり、当社の連結業績

に与える影響は軽微であります。中期的には本再編によりグループ全体の経営効率を推し進め、

一層の高収益を上げる体制を構築し、グループ全体の企業価値最大化を目指してまいります。 

 

 

以上 


