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グループ内組織再編及び連結子会社の商号変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会にて、グループ内の組織再編及び連結子会社の商号変更を行うことを決

議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、グループ内の組織再編につきましては、当

社グループ会社間における組織再編であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程において適時

開示が義務づけられる内容でないことから、開示事項・内容を一部省略して記載しております。 

 

記 

１. グループ内組織再編及び連結子会社の商号変更の目的 

当社グループは、第４次中期経営計画（2021年３月期～2025年３月期）における事業規模の拡大

を図るため、「大手製造業向けワンストップ戦略」「地域プラットフォーム戦略」「ソリューショ

ン戦略」の３つの成長戦略を推進するとともに、最終年度の数値目標を EBITDA200～300 億円の実

現に向け、生産性の向上を図るための取り組みを進めております。 

今回の組織再編は、これらの取り組みの一環として、大手製造業向けワンストップ戦略及び地域

プラットフォーム戦略において、それぞれが機動的かつ効率的な意志決定ができる体制を整備し、

グループの経営資源を集約することで収益力の向上と事業基盤の強化を図るものです。これに伴い

存続会社のひとつであるＵＴコミュニティ株式会社の商号変更を行います。 

本組織再編では、共通の事業特性を持つ子会社を統合し、顧客企業へサービス品質の向上と人材

の安定的な供給を実現します。各子会社の営業組織と顧客基盤を統合することで、多様化する求職

者・従業員の「はたらき方」の志向（地域、業種、労働時間等）に合わせた多様な職場とキャリア

アップの機会提供を拡充していきます。 

当社グループは、本組織再編とともに、「より多くのはたらく人に応えるキャリアプラットフォ

ーム」の実現に向けて、顧客企業と求職者へ満足度の高いサービスを提供することで、企業価値の

持続的な向上を図ってまいります。 

  



                                                                          

２. 組織再編の概要 

(1) ＵＴエイム株式会社（以下、ＵＴエイム）で地域プラットフォーム戦略を担うエリア戦略事業

をＵＴコミュニティ株式会社（以下、ＵＴコミュニティ）へ吸収分割により承継させます。 

(2) 地域プラットフォーム戦略を推進するため、ＵＴコミュニティを存続会社として、ＵＴＨＰ株

式会社（以下、ＵＴＨＰ）、株式会社サポート・システム（以下、サポート･システム）、株式

会社シーケルホールディングス（以下、シーケルＨＤ）、株式会社シーケル（以下、シーケル）

を消滅会社とする吸収合併を行います。また、合併後の商号をＵＴコネクト株式会社に変更し

ます。 

(3) 大手製造業向けワンストップ戦略を推進するため、ＵＴエイムを存続会社として、ＵＴパベッ

ク株式会社（以下、ＵＴパベック）を消滅会社とする吸収合併を行います。 

≪本組織再編の概要図≫ 

 

３. 吸収分割の要旨 
(1) 吸収分割の日程 

 

(2) 吸収分割の方式 

ＵＴエイムを分割会社とし、同社のエリア戦略事業を継承会社であるＵＴコミュニティに承継

させる吸収分割です。 

  

取締役会決議日（当社） 2021年９月 27日 

実施予定日（効力発生日） 2022年４月１日 



                                                                          

(3) 当事会社の概要 

 分割会社 継承会社 

名称 ＵＴエイム株式会社 ＵＴコミュニティ株式会社 

所在地 東京都品川区東五反田一丁目 11番

15号 

東京都品川区東五反田一丁目 11番

15号 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 筑井 信行 

代表取締役 山田 津寿 

代表取締役社長 右田 俊教 

事業内容 総合製造派遣・請負事業 総合製造派遣・請負事業 

資本金 500百万円 10百万円 

設立 1995年４月 14日 1998年１月 28日 

決算期 ３月 31日 ３月 31日 

大株主 

及び持株比率 

ＵＴグループ株式会社 100％ ＵＴグループ株式会社 100％ 

 

４. ＵＴコミュニティを存続会社とする合併の要旨 

(1) 合併の日程 

 

(2) 合併の方式 

ＵＴコミュニティを存続会社、ＵＴＨＰ、サポート・システム、シーケルＨＤ、シーケルを消

滅会社とする吸収合併方式です。 

  

取締役会決議日（当社） 2021年９月 27日 

実施予定日（効力発生日） 2022 年４月１日 



                                                                          

 
(3) 合併当事会社の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称 ＵＴコミュニティ 

株式会社 

（存続会社） 

ＵＴＨＰ株式会社 

（消滅会社） 

株式会社 

サポート・システム 

（消滅会社） 

所在地 東京都品川区東五反田

一丁目 11番 15号 

東京都品川区東五反田

一丁目 11番 15号 

大阪市北区曾根崎新

地二丁目 1番 23号 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

右田 俊教 

代表取締役社長 

大口 宙彦 

代表取締役社長 

伊藤 直樹 

事業内容 総合製造派遣・請負事

業 

総合製造派遣・請負事

業 

労働者派遣事業、有料

職業紹介事業、アウト

ソーシング事業、コン

サルティング事業 

資本金 10百万円 30百万円 80百万円 

設立 1998年１月 28日 2016年 12月 13日 1998年 10月 14日 

決算期 ３月 31日 ３月 31日 ３月 31日 

大株主 

及び持株比率 

ＵＴグループ 

株式会社 100％ 

ＵＴグループ 

株式会社 100％ 

ＵＴグループ 

株式会社 100％ 

名称 株式会社シーケルホー

ルディングス 

（消滅会社） 

株式会社シーケル 

（消滅会社） 

所在地 茨城県水戸市千波町

733番地１ 

茨城県水戸市千波町

733番地１ 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

渡辺 亜希良 

代表取締役社長 

渡辺 亜希良 

事業内容 株式会社シーケルの経

営管理 

人材派遣・請負事業 

資本金 435百万円 50百万円 

設立 2019 年１月８日 1991年 10月１日 

決算期 ３月 31日 ３月 31日 

大株主 

及び持株比率 

ＵＴグループ 

株式会社 100％ 

株式会社シーケルホー

ルディングス 100％ 



                                                                          

 
５. 連結子会社（存続会社であるＵＴコミュニティ）の商号変更 

(1) 連結子会社の概要 

 

 

(2) 変更の理由 

ＵＴグループとして日本全国で地域プラットフォーム戦略を推進する主力事業会社として、

より地域とのつながりを深める姿勢を表すため、商号変更することといたしました。 

 

(3) 新商号 

ＵＴコネクト株式会社 

 

(4) 商号変更日 

2022年 4月 1日 

 

６. ＵＴエイムを存続会社とする合併の要旨 

(1) 合併の日程 

 

(2) 合併の方式 

ＵＴエイムを存続会社、ＵＴパベックを消滅会社とする吸収合併方式です。 

  

名称 ＵＴコミュニティ株式会社 

所在地 東京都品川区東五反田一丁目 11番 15号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 右田 俊教 

事業内容 総合製造派遣・請負事業 

資本金 10百万円 

設立 1998年１月 28日 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 ＵＴグループ株式会社 100％ 

取締役会決議日（当社） 2021年９月 27日 

実施予定日（効力発生日） 2022年４月１日 



                                                                          

(3) 合併当事会社の概要 

 

７. 今後の見通し 
本合併は当社の完全子会社間での合併であり、当社の連結業績への影響は軽微であります。 

 

以上 

名称 ＵＴエイム株式会社 

（存続会社） 

ＵＴパベック株式会社 

（消滅会社） 

所在地 東京都品川区東五反田一丁目 11番

15号 

東京都品川区東五反田一丁目 11番

15号 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 筑井 信行 

代表取締役 山田 津寿 

代表取締役社長 石渡 顕 

事業内容 製造業を中心とする人材派遣・請

負事業、外国人受け入れ支援事業 

１．電池製品加工・組立て・包装業 

務・製造・請負事業 

２．派遣事業 

資本金 500百万円 20百万円 

設立 1995年４月 14日 1989年４月１日 

決算期 ３月 31日 ３月 31日 

大株主 

及び持株比率 

ＵＴグループ株式会社 100％ ＵＴグループ株式会社 100％ 


