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各  位 

 

                         本社所在地 東京都港区高輪２－１８－１０ 

                         会 社 名 レカムホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 伊 藤 秀 博 
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川 畑 大 輔 

(TEL：03－6275－0700) 

                                                       (URL http://www.recomm.co.jp)  

     

レカムグループ中期経営計画（平成 23 年９月期～平成 25 年９月期）策定のお知らせ 

        

 当社は、平成 22 年 12 月 3 日開催の取締役会において、平成 23 年９月期を初年度とする３か年の中

期経営計画を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中小企業のお客様に対して、企業理念である「最適な情報通信システムの構築」 

「最大限の経費削減のお手伝い」「迅速かつ安心して頂ける保守サービスの提供」を行うことによっ

て、お客様企業のＩＴインフラの「ワンストップサービスカンパニー」を目指しております。 

  本中期経営計画の推進により、経営ビジョンである『Ａ＆Ａ111＋（エー・アンド・エー・トリプ

ルワン・プラス）』を達成するため、お客様企業の営業活動に関するあらゆる問題解決を提供する 

『Ｎｏ．１セールスソリューションプロバイダー企業グループ』の実現に向けた基盤作りに全力で

取り組みます。 

 

  経営ビジョン『Ａ＆Ａ111＋』 

・株主の皆様にとって投資に対するリターン「Ｎｏ.１」を実現する。 

・お客様にとって「Ｏｎｌｙ １ 」の存在となる。 

・情報通信関連分野において質・量ともに「Ｎｏ.１」を達成する。 

・従業員にとって最も魅力的な「Ｂｅｓｔ １ 企業グループ」になる。  

※Ａ＆Ａ： Action ＆ Achievement（行動、そして達成） 

 

２．中期経営目標 

  本中期経営計画においては「収益性の追求」「グループシナジーの最大化」「キャッシュフロー経

営」を基本方針とし、最終年度（平成 25 年９月期）には売上高 80 億円、売上高経常利益率５％、

ＲＯＥ 40％、株主資本比率 25％、有利子負債４億円未満の実現を目指してまいります。 

                                                      （単位：百万円） 

項目 
平成 22 年９月期

（実績） 
平成 23 年９月期 平成 24 年９月期 平成 25 年９月期

連 結 売 上 高 5,400 6,100 6,800 8,000

連 結 営 業 利 益 35 190 320 460

連 結 経 常 利 益 △20 120 270 400

売上高経常利益率 △0.3％ 2.1％ 4.0％ 5.0％

連結当期純利益 △310 60 160 240

 



 

３．中期事業戦略 

情報通信機器業界の市場環境は、大手企業を中心にＩＴ投資が回復傾向にありますが、当社の主

要顧客である中小企業に限ってみれば、収益状況や設備投資意欲は相変わらず厳しい状況でありま

す。しかしながら、リース承認率の改善、モバイル商材の法人契約の拡大等、中小企業向けの市場

自体は緩やかなものではありますが回復傾向を示しております。 

  こうした経営環境のなか、当社グループは、製販一体型ビジネスモデルやＷｉｚＢｉｚ事業との

クロスセルの推進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選択と集中を推し進め、当社グループの属する業界でのリーディングカン

パニーのポジション獲得に向けた戦略の実行にグループ一丸となって取り組んでまいります。 

 

（１） 情報通信機器販売事業 

  当社グループのコアコンピタンスともいえる本事業には、経営資源を集中し、業界Ｎｏ.１へ向

けた基盤作りを行うとともに、営業人員の増員や新規加盟店の開発強化を含む以下の拡大戦略を

実行いたします。 

① Ｍ＆Ａの積極活用 

同業他社へのアプローチおよび中小企業顧客を有する企業との積極的な協業と顧客の付

加価値向上を図ります。 

② ＷｉｚＢｉｚ事業とのシナジー最大化 

   ＷｉｚＢｉｚ社の顧客基盤の積極活用により、営業機会の増大および豊富なコンテンツ

を活用した顧客満足度および顧客単価の向上といった、シナジーの最大化に取り組みます。 

③ トータルソリューションプロバイダーの実現 

   ビジネスホン・デジタル複合機に次ぐ、「第３の商品」としてのセキュリティアプライア

ンスの強化や、ＷｉｚＢｉｚ事業のコンテンツの活用により、顧客ニーズを捉えた商品開

発、サービス提供を実施してまいります。 

④ 営業生産性の追及 

｢支店運営オペレーション｣の改善、フランチャイズ加盟店への水平展開や営業ノウハウ

の「マニュアル化」、顧客データベースの活用等により、営業生産性の向上を図ります。 

  

（２） 情報通信機器製造事業 

営業黒字化に向けたコスト圧縮とＩＰビジネスホン「anoa（アノア）」の事業拡大の基盤を

確立することを最優先課題として取り組んでおります。そのうえで、レカムグループ内での

販売数量増大や新規販路の獲得を目指し、新機能や付帯サービスの検討を実施し、製品価値

の向上を図ります。また、次期開発アイテムに関してはアライアンス体制を強化する中で継

続して検討してまいります。 

 

（３） ＷｉｚＢＩｚ事業 

① Ｍ＆Ａ推進とレカムグループの販路活用による顧客基盤拡大 

レカムグループの販路の活用、Ｍ＆Ａの推進により顧客基盤の拡大を図ります。 

② コンテンツサービスの充実によるリピート率の向上 

高付加価値を提供する会員組織として、Ｍ＆Ａ等を活用し、提供するサービスを充実さ

せることによって顧客リピート率・顧客単価の向上、ストックビジネスとしての成長を目

指してまいります。 

 

（４） 海外事業 

① 中国国内の情報通信機器販売 

   マニュアル作成力の強化を行うなどの営業ノウハウを構築し、中小企業向けの業務パッ

ケージを商品化に取り組み、中国国内の日系企業進出地域への出店を全国拡大してまいり

ます。 

 

 



 

② ＢＰＯ（Business Process Outsourcing） 

   日本語人材の積極的な採用および教育に取り組み、さらなるローコストオペレーション

の基盤を確立することを優先する中で社員の「業務改善」のスキルを高める教育を実施し

てまいります。 

   それらを実現していく中でサービスをパッケージ化し、業務改善の提案を含めた顧客向

けサービスの開発をおこない、グループ外からの受注拡大を目指してまいります。 

 

※ 詳細は、添付の資料をご参照ください。 

 

以 上  
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One stop service company経営ビジョン

Ａ＆Ａ１１１＋

株主にとって投資リターン「Ｎｏ.１」

顧客にとってオンリー「１」

業界で質量共に「Ｎｏ.１」

従業員にとって最も魅力的な「Best１」企業グループ

(Ａ＆Ａとは Action & Achievement「行動、そして達成」)

エー・アンド・エー・トリプルワン・プラス
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One stop service company

２０１１年～２０１３年２０１１年～２０１３年

グループ中期経営計画の基本方針

収益性の追求
グループシナジーの最大化

キャッシュフロー経営
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One stop service companyグループ損益計画（ＰＬ）

440名

350名

280名

242名

グループ人員

2億4千万4億80億
2013年
９月期

1億6千万2億7千万68億
2012年
９月期

6千万1億2千61億
2011年
９月期

△ 3億1千万△ 2千万54億
2010年
９月期

当期利益経常利益売上高



Copyright (C) 2010 Recomm Holdings rights reserved.

One stop service company財務目標

２０１１年～２０１３年２０１１年～２０１３年

売上高経常利益率 5%

株主資本当期純利益率（ROE） 40%

株主資本比率 25%

有利子負債の圧縮（現状の50％） ４億円未満
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One stop service company

60401020当期純利益

70401030経常利益

500340210110売上高
海外事業

（大連レカム）

3020103当期純利益

4040106経常利益

85074061020売上高
WizBiz事業

（WizBiz株式会社）

201△ 20△ 160当期純利益

201△ 20△ 130経常利益

310270260550売上高
情報通信機器製造事業
（株式会社アスモ）

18012011090当期純利益

320220170120経常利益

6,5005,6005,1004,900売上高
情報通信機器販売事業
（レカム株式会社）

2013年 ９月期2012年９月期2011年９月期2010年 ９月期

項目

各社の損益 (単位：百万円)

※海外事業（大連レカム）の2011年９月期は、グループ間の業務委託費の見直しのため、減益になっております。
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One stop service company

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2010年９月期(実績) 2011年９月期(計画) 2012年９月期(計画) 2013年９月期(計画)

海外事業

ＷｉｚＢｉｚ事業

情報通信機器製造

情報通信機器販売

事業部門別売上高の計画

（百万円）
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One stop service company
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（百万円）
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One stop service company
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ＭＦＰ

ビジネスホン

商品別販売計画(情報通信機器販売事業)

（百万円）
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One stop service company

2010年 2011年 2012年 2013年 200X年

2013年度 連結予算
「売上８０億円」

目標

Ｍ＆Ａの積極活用
ＷｉｚＢｉｚ事業とのシナジー最大化

トータルソリューションプロバイダーの実現
営業生産性の追及

目標を実現する戦略

ワンストップサービスカンパニー
としての地位確立

規模の拡大
シェア拡大

規模の拡大
シェア拡大

海外の販売事業拡大
海外の販売事業拡大

ポータルサイト
会員数業界No1

ポータルサイト
会員数業界No1

BPO事業拡大
BPO事業拡大

経営支援
経営支援
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One stop service company

M&A及び、加盟店
への支援

M&A及び、加盟店
への支援

残存利益残存利益

拡大戦略１ 「Ｍ＆Ａの積極活用」

同業他社へのアプローチ（寡占化する市場の残存者利益を獲得。シェア率向上。）

中小企業顧客を有する企業との積極的な協業と顧客の付加価値上昇。

電話機リース問題

円高の
進展等

によ

る市場
の低迷

一部の経済対策の終了

市場の縮小

市場の縮小

市場の縮小

寡占化市場でのシェア拡大寡占化市場でのシェア拡大

同業他社の
撤退、廃業

レカムレカム
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One stop service company

商品点数
多い

ストックサービス/High

ストックサービス/Low

Ｅ社Ｅ社

Ａ社Ａ社

残存利益

拡大戦略１ 「Ｍ＆Ａの積極活用」

Ｄ社Ｄ社

システムベンダー

商品点数
少ない

大手メーカも新ドメインとして
注力し始めている

レカム

M&A及び、加盟店
への支援

ストック収益を獲得出来ていない同業他社は
市場の悪化により撤退、廃業が急増

コピー機メーカー

業界全体で
ストックサービスへ移行

Ｂ社Ｂ社

Ｃ社Ｃ社

電話機メーカー
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One stop service company

レカム
情報通信機器の販売、インター
ネットサービス等、中小企業にあら
ゆる商品およびサービスを提供する
ワンストップサービスカンパニー

情報通信に関するインフラを提供

（ＷｉｚＢｉｚ事業 戦略）

ＷｉｚＢｉｚ会員 約５．６万社

拡大戦略２ 「ＷｉｚＢｉｚ事業とのシナジー最大化 」

豊富なコンテンツを活用した顧客満足度および顧客単価の向上

顧客基盤の積極活用による営業機会の増大

取引先の拡大支援や経費削減につ
ながる商品提供などビジネスマッチン
グに関連した事業展開

ＷｉｚＢｉｚ事業

１．M&A推進とレカムグループの販路活用による顧客基盤拡大
２．コンテンツサービスの充実による顧客リピート率の向上
３．サービス領域の拡大（海外進出サービスの開始等）
４．ビジネスマッチングのターゲットの拡大
５．コストダウンサービスの商材増加

レカム顧客 約５．８万社

経営情報の提供や販路拡大支援を提供
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One stop service company拡大戦略３「トータルソリューションプロバイダーの実現」

■セキュリティアプライアンスの強化■セキュリティアプライアンスの強化

■WizBiz事業のコンテンツ拡充■WizBiz事業のコンテンツ拡充

■海外進出支援事業によるワンストップサービスの提供■海外進出支援事業によるワンストップサービスの提供

○ビジネスホン・MFPに次ぐ、「第３の商品」としてセキュリティアプライアンスを強化

○市場ニーズを踏まえた商品開発、サービス提供を実施

○WizBizの豊富なコンテンツを活用し、顧客満足度の向上と顧客単価の向上を図る

○販売事業にはない中小企業の経営者のニーズを提供

○顧客リピート率の向上

○中国子会社設立運営のノウハウを中小企業に提供

○WizBiz事業のコンサルティングサービスの一環として提供
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One stop service company拡大戦略４ 「営業生産性の追及」

■営業ノウハウの確立■営業ノウハウの確立

■顧客データベースの完全活用■顧客データベースの完全活用

■大連レカム活用による営業効率の向上■大連レカム活用による営業効率の向上

○「支店運営オペレーション」の改善。加盟店への水平展開を実施

○営業マニュアル・教育プログラムを2011年９月期中に確立

○ＷｉｚＢｉｚ事業における教育関連のリソースを最大限活用

○紙ベースのデータのシステムへの登録。重複データの統合

○顧客情報の一元管理、データ精度の向上

○営業社員の事務作業を効率化、間接業務の集約

○顧客情報の構築他。データー収集等

■基幹システムの検討■基幹システムの検討

○利便性向上、営業効率向上のためのＣＲＭシステムの改善

○中期的には新システムも検討
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One stop service company情報通信機器販売事業の取組み

トータルソリューション
プロバイダーの実現

営業生産性の追求

・セキュリティアプライアンスの強化

・WizBiz事業のコンテンツ拡充

・海外進出支援事業による
ワンストップサービスの提供

・営業ノウハウの確立

・顧客データベースの完全活用

・大連レカム（ＲＣ）活用による
営業効率の向上

規模拡大

○グループの成長エンジンである販売事業にコア資源を集中

○営業人員の増加・出店推進 ○新規加盟店の開発強化 ○スケールメリット上昇

■規模の拡大戦略⇒業界NO.1達成への基盤作り■規模の拡大戦略⇒業界NO.1達成への基盤作り

規模拡大

規模拡大
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One stop service company

２０１３年 ９月期２０１３年 ９月期

売上高 65億
経常利益 3億2千万
当期純利益 1億8千万

情報通信機器販売事業 中期経営計画最終年度
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One stop service company情報通信機器製造事業の基本方針

■2011年9期 アノアビジネスの採算性確保アライアンス体制確立、営業利益黒字化！■2011年9期 アノアビジネスの採算性確保アライアンス体制確立、営業利益黒字化！

■2012年9期 アノアビジネス拡大 新機能・付帯サービスリリース・次期開発アイテム検討■2012年9期 アノアビジネス拡大 新機能・付帯サービスリリース・次期開発アイテム検討

■2013年9期 アノアビジネスのアライアンス強化、次期開発アイテム開発期間■2013年9期 アノアビジネスのアライアンス強化、次期開発アイテム開発期間

○採算性確保のための事業再構築（最低限の販売数量での営業黒字化）

○開発体制の再考（アライアンス体制確立）

○事業拡大の基盤確立（販路開拓等）

○レカムグループでの販売数量上昇+新規販路での販売数量向上

○新機能・付帯サービスのリリース・原価率低減による製品およびビジネス価値の向上

○次期開発アイテムの検討

○レカムグループでの販売数量上昇＋新規販路での販売数量向上を継続

○製品のサービス内容充実により、ビジネスアライアンス強化

○次期開発アイテムの開発着手
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One stop service company

２０１３年 ９月期２０１３年 ９月期

売上高 3億1千万
経常利益 2千万
当期純利益 2千万

情報通信機器製造事業 中期経営計画最終年度
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One stop service company
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ビジネスマッチングポータル市場の成長

（成長市場での積極展開）

業界トップクラスの会員数

業界No.１へ

■ 事業戦略■ 事業戦略

■ 達成方法■ 達成方法

○M&A推進とレカムグループの販路活用による顧客基盤拡大

○コンテンツサービスの充実によるリピート率の向上 ○サービス領域の拡大

○WizBiz会員数の倍増 ○サービス利用率の増加

○WizBizセレクト支援体制強化 ○研修参加企業数の増加

○海外進出支援

ＷｉｚＢｉｚ事業の基本方針

Ｆ社 Ｒ社 合計
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One stop service company

２０１３年 ９月期２０１３年 ９月期

売上高 8億5千万
経常利益 4千万
当期純利益 3千万

ＷｉｚＢｉｚ事業 中期経営計画最終年度
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One stop service company海外事業の取組み

◆受発注業務

削減率 ６７％

◆コールセンター業務

削減率 ２８％

◆ＩＴ部門の業務

削減率 ５７％

販売管理システムの入力業務に
中国人オペレーターを採用。
人件費の大幅な削減に成功。

日本人比率が高いため若干削減
率が低下しますが、それでも３
割近い削減効果。

労働集約型の業務は経費削減効果
が顕著。

グループ内BPOで培ったノウハウで外部BPO案件を受託グループ内BPOで培ったノウハウで外部BPO案件を受託

2005年からのグループ内ＢＰＯのコストダウン実績2005年からのグループ内ＢＰＯのコストダウン実績
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One stop service company

営業開発事業：中国国内の情報通信機器販売

BPO事業

ビジネスモデルを確立し、中国企業への販売展開へ

グループ外の受注拡大へ

海外事業の取組み

１．日系企業進出地域への全国展開

マニュアル作成力の強化（営業ノウハウの構築）

業務パッケージの商品化（中小企業向け）

１．人材育成・オペレーション基盤の確立

２．業務改善力の強化

３．パッケージ商品の開発（業種・中小企業）
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One stop service company

２０１３年 ９月期２０１３年 ９月期

売上高 5億
経常利益 7千万
当期純利益 6千万

海外事業 中期経営計画最終年度
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One stop service company

「お客様にとって最適の情報通信システムを構築することにより社会に貢献すること」
そして情報通信システムの「ワンストップサービスカンパニー」を実現

情報通信機器販売事業情報通信機器製造事業

海外事業WizBiz事業




