
平成 2 9 年 9 月 2 1 日
農 林 水 産 省プレスリリース

オイシックスドット大地株式会社の農業競争力強化支援法に
基づく事業再編計画の認定について

農林水産省は、オイシックスドット大地株式会社(法人番号:6010701012329)から提出された
「事業再編計画」について本日付けで認定を行いました。

なお、本計画は、本年8月に施行された農業競争力強化支援法に基づく最初の「認定事業再編計
画」となります。

1.事業再編計画の概要

オイシックスドット大地株式会社は、平成29年10月1日に株式会社大地を守る会(法人番
号:4040001010271)と合併し、

(1)インターネット販売等に係るマーケティングのノウハウ等の共有による販売促進の強化や顧客
利便性の向上、生産者の販売機会の拡大

(2)消費者のニーズの多様化に応じた付加価値商品の開発・生産・販売を通じた生産者の経営の安
定・発展

(3)サプライチェーンで共通する部分の共有や効率化による利益率の向上

などを実現し、成長市場における高付加価値サービスの提供により、食品を通じてより良い社会
への更なる貢献の推進を目指します。

2.事業再編計画の認定

オイシックスドット大地株式会社から提出された「事業再編計画」について、農業競争力強化支
援法(平成29年法律第35号)第18条第6項に基づき審査した結果、同法第2条第5項に規定する事業再
編を行うものとして、同法で定める要件を満たすと認められるため、本日付けで「事業再編計
画」の認定を行いました。今回の認定により設備投資に対する減価償却の特例を受けることが可
能になります。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期：平成29年10月1日～終了時期：平成32年3月31日

4.申請者の概要

名称：オイシックスドット大地株式会社

資本金：929百万円

代表者：代表取締役社長 高島宏平

本社所在地：東京都品川区東五反田1-13-12
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（参考資料１）



<添付資料>

オイシックスドット大地株式会社の事業再編計画の概要

認定事業再編計画の内容の公表

【お問合せ先】
食料産業局食品流通課
担当者：朝倉、堀
代表：03-3502-8111（内線4324）
ダイヤルイン：03-3502-5741
FAX：03-3502-0614
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オイシックスドット大地株式会社の事業再編計画の概要

平成29年９月21日

食品宅配市場における競争の激化が予想されるなか、自然派食品分野の売上規模

第１位のオイシックスドット大地(株)と第３位の(株)大地を守る会が合併することにより、

経営資源を結集し、高付加価値の食品・サービスを提供することで食品宅配市場全体

を牽引することを目指します。

オイシックスドット大地㈱

㈱大地を守る会（100%子会社）

高品質・高付加価値分野の
インターネット通販事業 等

有機・無農薬食材の
会員制宅配事業 等

オイシックスドット大地㈱
【事業方式の変更】
• 販売サイト、マーケティング改善による

販売促進の強化、効率化
• 製造拠点集約による効率化
• サプライチェーンにおけるオペレーション

（調達、配送等）の共通化による効率化
【設備投資の内容】
製造工場及び配送センターの新設

合併
（H29.10.1）

【支援措置】 税制特例（設備投資に係る割増償却）

事業再編計画の主な内容

【農産物流通等の合理化】

○販売サイトやマーケティングノウハウの共有等により大地を守る会のインターネット販

売を拡大し、インターネット販売比率を６０％台に向上させるとともに、両ブランド間の

相互顧客誘導や新規顧客層の拡大により生じる多様な商品ニーズに対応するため、

取引先の農産生産者の増加等を通じた生産者の販売機会の拡大

○顧客の拡大等による時短ミールキット商品の需要増加に対応し、製造工場の生産力

を２．５倍に増強する等により、付加価値のある商品の開発・生産及び販売の拡大を

図り、農産物の調達量の増大等を通じた生産者の経営の安定・発展への寄与

【生産性の向上】

○物流の共同化、配送センターのノウハウ共有等によりコストを削減

○自社便配送車両の積載率を１００％近くに向上

【計画の実施時期】 平成29年10月１日～平成32年３月31日

【労務に関する事項】 事業再編に伴う従業員の解雇等はない



様式第四（第６条関係） 

 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

   平成 29 年９月 21 日 

 

２．認定事業再編事業者名 

   オイシックスドット大地株式会社 

 

３．認定事業再編計画の目標 

(1) 事業再編に係る事業の目標 

オイシックスドット大地株式会社が株式会社大地を守る会を吸収合併することにより、マー

ケティングのノウハウ等の共有による顧客利便性の向上、生産者の販売機会の拡大及び経営の

安定・発展、サプライチェーンで共通する部分の共有や効率化による利益率の向上などを実現

し、成長市場における高付加価値サービスの提供を通じて更なる市場拡大を図り、食品を通じ

てより良い社会への更なる貢献の推進を目指す。 

 

(2) 農産物流通等の合理化に関する数値目標及び生産性の向上を示す数値目標 

① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

・ マーケティングのノウハウや販売サイトの共有、食品の相互供給等による売上の拡大や、

カタログ販売を中心とした大地を守る会の販売方法の見直しを図り、インターネット販売比

率を事業再編前の 40％台から平成 32 年度に 60％台に向上させる等により、取引先約 2,700

の農産生産者の増加等を通じた生産者の販売機会の拡大 

・ 消費者ニーズの多様化による時短ミールキット商品等の需要増加に対応し、製造工場の生

産力を 2.5 倍に増強するなど、付加価値のある商品の開発・生産及び販売の拡大を図ること

で、農産物の調達量の増大等を通じた生産者の経営の安定・発展に寄与 

 

② 生産性の向上を示す数値目標 

・ 物流の共同化、配送センターのノウハウ共有等により、資材コストを約 2,000 万円削減（平

成 30 年度）するなど、配送コストを低減 

・ 自社便配送車両による積載率を、共同配送により事業再編前の 80％台から平成 32 年度ま

でに 100％近くに向上 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

 (1) 事業再編に係る事業の内容 

① 計画の対象となる事業 

飲食料品の小売事業（有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食

品・食材の宅配事業） 

② 実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

（事業の構造の変更） 

オイシックスドット大地株式会社を存続会社とした株式会社大地を守る会の吸収合併 

 

存続会社 
名称：オイシックスドット大地株式会社 
住所：東京都品川区東五反田 1 丁目 13 番 12 号 いちご五反田ビル 
代表者の氏名：代表取締役社長 高島 宏平 
資本金：929 百万円 



消滅会社 
名称：株式会社大地を守る会 
住所：千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 番地 
代表者の氏名：代表取締役社長 藤田 和芳 
資本金：347 百万円 

 

（事業の方式の変更） 

事業再編により、マーケティングのノウハウ共有等を行い、カタログ販売が中心の「大地を

守る会」においてインターネットによる販売強化を行うことで消費者の利便性と会社の利益率

向上を図ると同時に、事業再編後も継続する「Oisix」、「大地を守る会」の両ブランド間で

相互顧客誘導を行い、消費者にとっての商品選択肢の拡大及び生産者にとっての販売機会の拡

大を図る。 

また、近年、働く女性や共働き世帯、子育てにより多忙な家庭の増加に伴い料理に係る時短

ニーズが増加しており、安心・安全な品質と必要量の食材、レシピをセットにした時短ミール

キット商品、冷凍やカット済み食材などの需要も増加傾向にあり、消費者ニーズの多様化に応

じた付加価値のある商品の開発、生産及び販売を通じて、生産者の経営の安定・発展に寄与す

る。 

 

 (2) 事業再編を行う場所の住所 

東京都品川区大崎 1 丁目 11 番 2 号 ゲートシティ大崎イーストタワー5 階 

 

 (3) 関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

該当なし 

 

 (4) 事業再編を実施するための措置の内容 

別表のとおり 

 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成 29 年 10 月 1 日～終了時期：平成 32 年 3 月 31 日 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

事業再編に伴い出向又は解雇される従業員はいない。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

国内食品通販の市場規模は、平成 27 年度において約 3.3 兆円と推計されており、その後も年

3～5％程度伸長し、平成 29 年度には約 3.6 兆円になると予測されている（矢野経済研究所）。

こうしたなかで、平成 29 年３月期における売上規模は、オイシックスドット大地株式会社が

230 億円、株式会社大地を守る会が 129 億円となっており、両社の事業再編後は、合計で 360

億円となり、食品通販市場の約１％のシェアを占める見込みである。 

さらに、食品通販市場においては、国内 GMS のネットスーパ―事業の拡大や大手通信販売事

業者による生鮮食品宅配サービスの展開など、今後更なる競争激化が予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 事業再編の措置の内容 

 

措置事項 実施する措置の内容及びその実

施する時期 
期待する支

援措置 
法第２条第５項第１号の要件   
 合併 吸収合併存続会社 

・名称：オイシックスドット大

地株式会社 
・住所：東京都品川区大崎 1 丁

目 11番 2号 ゲートシティ大崎

イーストタワー5 階 
・代表者の氏名：高島宏平 
・資本金：929 百万円 
 
吸収合併消滅会社（100％連結子

会社） 
・名称：株式会社大地を守る会

・住所：千葉県千葉市美浜区中

瀬 1 丁目 3 番地 
・代表者の氏名：藤田和芳 
・資本金：347 百万円 
 
合併期日：平成 29 年 10 月 1 日

― 

法第２条第５項第２号の要件   
 農業資材又は農産物に係

る新たな生産若しくは販

売の方式の導入又は設備

等その他の経営資源の高

度な利用による農業資材

又は農産物の生産又は販

売の効率化 

・「大地を守る会」のインターネ

ット販売サイト、マーケティン

グ改善による販売促進の強化、

効率化 
・両社ミールキット製品の製造

拠点集約による効率化 
・サプライチェーンにおける各

種オペレーション（商品調達、

梱包、配送、決済、顧客サポー

トなど）の共通化による効率化

租税特別措

置法第六十

八条の三十

四（事業再編

計画の認定

を受けた場

合の事業再

編促進機械

等の割増償

却） 
 



平成 2 9 年 1 1 月 2 2 日
農 林 水 産 省プレスリリース

株式会社ピックルスコーポレーション及び株式会社手柄食品
の農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定につ
いて

農林水産省は、株式会社ピックルスコーポレーション（法人番号: 2030001024893）及び株式会

社手柄食品（法人番号: 7140001060147）から提出された「事業再編計画」について本日付けで

認定を行いました。

1.事業再編計画の概要

株式会社ピックルスコーポレーションは、株式会社手柄食品から漬物製造・販売部門を分割して
設立される新会社の全株式を、平成29年12月1日に取得して子会社化します。今回の事業再編によ
り、国産原材料にこだわった漬物商品を製造・販売している株式会社ピックルスコーポレーショ
ンは、西日本方面の製造・物流体制を効率化する一方、新会社は、設備投資を行うほか、ピック
ルスコーポレーションのノウハウを活用し、国産原材料を活用したより付加価値の高い漬物製品
の生産体制の強化・効率化を図ることにより、グループ一体となって、消費者ニーズに応える商
品の生産を目指します。

2.事業再編計画の認定

株式会社ピックルスコーポレーション及び株式会社手柄食品から提出された「事業再編計画」に
ついて、農業競争力強化支援法（平成29年法律第35号）第18条第6項に基づき審査した結果、同法
第2条第5項に規定する事業再編を行うものとして、同法で定める要件を満たすと認められるた
め、本日付けで「事業再編計画」の認定を行いました。今回の認定により、株式会社日本政策金
融公庫による株式取得費用等に対する低利融資及び不動産の所有権移転に係る登録免許税の軽減
を受けることが可能になります。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期：平成29年12月1日～終了時期：平成33年2月28日

4.申請者の概要

名称：株式会社ピックルスコーポレーション

資本金：7億4,090万円

代表者：代表取締役社長 宮本雅弘

住所：埼玉県所沢市くすのき台3丁目18番地の3
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名称：株式会社手柄食品

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 三木仁蔵

住所：兵庫県姫路市御国野町深志野431番地の1

＜添付資料＞

株式会社ピックルスコーポレーション及び株式会社手柄食品の事業再編計画の概要

認定事業再編計画の内容の公表

【お問合せ先】
食料産業局食品製造課
担当者：佐藤、松川
代表：03-3502-8111（内線4111）
ダイヤルイン：03-6744-0480
FAX：03-3502-5336
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株式会社ピックルスコーポレーション及び 
株式会社手柄食品の事業再編計画の概要 

平成29年11月22日 

 漬物分野で売上規模第1位の株式会社ピックルスコーポレーションは、同第37位の株式会社手柄食
品から漬物製造・販売部門を分割して設立される新会社の全株式を、平成29年12月1日に取得して子
会社化します。 
 今回の事業再編により、国産原材料にこだわった漬物製品を製造・販売しているピックルスコーポ
レーションは、 西日本方面の製造・物流体制を効率化する一方、新会社は、設備投資を行うほか、
ピックルスコーポレーションのノウハウを活用し、国産原材料を活用した漬物製品の生産体制の強
化・効率化を図ることにより、グループ一体となって、消費者ニーズに応える商品の生産を目指すもの
です。 

事業再編計画の主な内容  

 【農産物流通等の合理化】   

○ 新会社の姫路工場におけるラインの増設、機械の新調等の設備投資を行い、漬物

等商品の生産体制の強化を図り、原材料である国産農産物の調達量を倍増させるこ

とにより、生産者の販売機会の拡大、生産者の経営安定・発展に寄与 

【生産性の向上】 

○ 販売量の増大により、新会社の姫路工場の稼働率を50％から100％に引上げ 

○ 生産ラインの自動化等により、労働生産性を２倍以上に向上 

 【計画の実施時期】 平成29年12月１日～平成33年２月28日 

 【労務に関する事項】 事業再編に伴う従業員の解雇等はない 

株式会社ピックルス 
コーポレーション 

漬物、惣菜等の製造、販売 

株式会社手柄食品（※分割後社名変更） 

 
漬物の製造、販売 ≪日産2万パック≫ 

新会社（株式会社手柄食品） 

【事業方式の変更】 
 ・設備の改修工事、ラインの増設、機械   
  の新調 
 ・不採算商品の刷新 
【設備投資の内容】 
 ・姫路工場の改修、増設 
  （工場建屋、漬物製造機械） 

100％株式取得
（H29.12.1） 

【支援措置】 
・金融支援（日本政策金融
公庫による低利融資） 

漬物製造・販売部門を 
新会社として分割
（H29.12.1） 

【支援措置】 
・税制特例（登録免
許税の軽減） 

【事業方式の変更】 
・西日本方面の製造・物流体制の効率化 

漬物・総菜等の製造、販売 ≪日産5万パック(目標)≫ 
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様式第四（第６条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

平成29年11月22日 

 

２．認定事業再編事業者名 

株式会社ピックルスコーポレーション（以下「ピックルスコーポレーション」という。） 

株式会社手柄食品（以下「手柄食品」という。） 

 

３．認定事業再編計画の目標 

(1)事業再編に係る事業の目標 

ピックルスコーポレーションは、手柄食品から漬物製造・販売部門（姫路工場）を分割して設立

される新会社の全株式を取得して子会社化する。これにより、国産原材料にこだわった漬物商品を

製造・販売しているピックルスコーポレーションは、西日本方面の製造・物流体制を効率化する一

方、新会社は、設備投資を行うとともに、ピックルスコーポレーションのノウハウを活用し、国産

原材料を活用したより付加価値の高い漬物製品の生産体制の強化・効率化を図ることにより、グル

ープ一体となって、消費者ニーズに応える商品の生産を目指す。 

 

(2)農産物流通等の合理化に関する数値目標並びに生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

新会社の姫路工場は、ピックルスコーポレーション関西の京都工場及びピックルスコーポレー

ション西日本の広島工場と連携し、関西及び中四国地区の製造販売を担当する予定である。新会

社は、現在の製品について不採算の製品を見直し、採算の合う付加価値の高い商品開発・生産体

制に強化していく。生産量は、現在の日産20,000パックから日産50,000パックを生産できる体制

にし、年間の国産農産物の調達量を現在の3,000トンから6,000トンに倍増させることにより、生

産者の販売機会の拡大、生産者の経営安定・発展に寄与する。 

 

② 生産性の向上を示す数値目標 

    販売量の増大により、新会社の姫路工場の稼働率を50％から100％に引き上げる。また、生産

ラインの自動化等により、労働生産性を２倍以上に向上させる。 

 

③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

平成32年度において、新会社は、ピックルスコーポレーショングループの支援を受けながら、

最終利益である当期純利益を黒字化する。また、ピックルスコーポレーション及び新会社ともに、

有利子負債はキャッシュフローの10倍以内、経常収支比率は100％を上回る予定である。 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

(1)事業再編に係る事業の内容 

 ①計画の対象となる事業 

飲食料品の製造事業（漬物製造業） 

 

②実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

（事業の構造の変更） 

・ 手柄食品の漬物製造・販売部門（姫路工場）の分割による新会社の設立 

・ ピックルスコーポレーションによる新会社の株式取得（子会社化） 

 

分割会社 
名称：株式会社手柄食品（※分割後に社名を変更予定） 
住所：兵庫県姫路市御国野町深志野 431－1 
代表者の氏名：代表取締役社長 三木仁蔵 
資本金：1,000万円 
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分割により設立される会社及び株式被取得会社 
名称：株式会社手柄食品 
住所：兵庫県姫路市御国野町深志野 431－1 
代表者の氏名：代表取締役 宮本雅弘 
資本金：6,000万円 

 

 株式取得会社 

    名称：株式会社ピックルスコーポレーション 
住所：埼玉県所沢市くすのき台 3－18－3 
代表者の氏名：代表取締役社長 宮本雅弘 
資本金：7億 4,090万円 

  

（事業の方式の変更） 

新会社の子会社化により、ピックルスコーポレーションの西日本方面の体制が確立し、製造・

物流体制を効率化する。 

また、新会社の姫路工場における設備の改修工事、ラインの増設、機械の新調を行い、設備

の高度利用を進め、生産体制の強化・効率化を図る。さらに、採算の合わない商品の生産を見

直し、付加価値が高く採算性の高い商品の生産への転換を図る。 

 

(2)事業再編を行う場所の住所 

兵庫県姫路市御国野町深志野431－1 

 

(3)関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

該当なし。 

 

(4)事業再編を実施するための措置の内容 

別表のとおり。 

 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成29年12月１日～終了時期：平成33年２月28日 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

事業再編に伴い出向又は解雇される従業員はいない。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

漬物製造業に係る市場シェア（平成28年度）は、ピックルスコーポレーションは8.0％、手柄食品

は1.1％であり（業界紙調べ）、本件事業再編後の市場シェアも合計10％に満たない水準である。ま

た、本件事業再編後にあっても、漬物製造業者は800社以上存在し、引き続き激しい競争が行われる

ことが予想されることから、本件事業再編が漬物製造分野における競争を実質的に制限することは

想定されない。  
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別表 事業再編の措置の内容 
 
措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

法第２条第５項第１号の要件 
 
 

 
 

 

分割 

（分割会社） 
・名称：株式会社手柄食品（社名変更予定。） 
・住所：兵庫県姫路市御国野町深志野 431－1 
・代表者の氏名：代表取締役社長 三木仁蔵 
・資本金：1,000 万円 
 
（設立会社） 
・名称：株式会社手柄食品 
・住所：兵庫県姫路市御国野町深志野 431－1 
・代表者の氏名：代表取締役 宮本雅弘 
・資本金：6,000 万円 
 
分割期日：平成 29年 12月 1日 

租税特別措置法第
80 条第３項第６号
（分割による法人
の設立の場合にお
ける不動産の所有
権の移転登記に係
る登録免許税の軽
減） 
 
 

規則第１条第１項の要件 
 
 

 
 

 

五 他の会社の株式の取得 

（株式取得会社） 
・名称：株式会社ピックルスコーポレーション
（甲） 
・住所：埼玉県所沢市くすのき台 3－18－3 
・代表者の氏名：代表取締役社長 宮本雅弘 
・資本金：7億 4,090 万円 
 
（株式被取得会社） 
・名称：株式会社手柄食品（乙） 
・住所：兵庫県姫路市御国野町深志野 431－1 
・代表者の氏名：代表取締役 宮本雅弘 
・資本金：6,000 万円 
 
取得する株式：乙の全株式 
派遣する役員の数： なし 
株式取得期日：平成 29年 12月 1日 

法第 25 条第１項
（株式会社日本政
策金融公庫による
低利・長期の資金の
貸付け） 

法第２条第５項第２号の要件 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

農産物に係る新たな生産若
しくは販売の方式の導入又
は設備等その他の経営資源
の高度な利用による農産物
の生産又は販売の効率化 

・乙の子会社化により、甲の西日本方面の体制
が確立し、製造・物流体制を効率化する。 
・乙姫路工場における設備の改修工事、ライン
の増設、機械の新調を行い、設備の高度利用を
進め、生産体制の強化・効率化を図る。 
・採算の合わない商品の生産を見直し、付加価
値が高く採算性の高い商品の生産への転換を
図る。 

－ 

 



平 成 3 0 年 2 月 9 日
農 林 水 産 省プレスリリース

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定につい
て（中橋商事株式会社）

農林水産省は、中橋商事株式会社（法人番号：4220001015822）から提出された「事業再編計
画」について本日付けで認定を行いました。

1.事業再編計画の概要

中橋商事株式会社は、これまで培ってきた精米技術をさらに高度化し、米穀卸売業だけでなく、
新たに小売業を一体的に実施することにより、流通の合理化、販売数量の拡大のための事業再編
を行います。

このため、老朽化により、とう精効率が低下している精米工場の一部を廃棄し、新たな精米設備
を導入し、精米処理能力、精米品質を向上させるとともに、配送センター及び直売所を新設し、
流通構造の簡素化を目指します。

2.事業再編計画の認定

中橋商事株式会社から提出された「事業再編計画」について、農業競争力強化支援法（平成29年
法律第35号）第18条第6項に基づき審査した結果、同法第2条第5項に規定する事業再編を行うもの
として、同法で定める要件を満たすと認められるため、本日付けで「事業再編計画」の認定を行
いました。今回の認定により、株式会社日本政策金融公庫による新たな設備導入等に対する低利
融資及び設備投資に対する減価償却の特例を受けることが可能になります。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期：平成30年2月～終了時期：平成34年3月

4.申請者の概要

名称：中橋商事株式会社

資本金：1,200万円

代表者：代表取締役 中橋忠博

本社所在地：石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ9-1

＜添付資料＞

中橋商事株式会社の事業再編計画の概要(PDF : 74KB)

認定事業再編計画の内容の公表(PDF : 151KB)

( 1 / 2 )



【お問合せ先】
政策統括官付穀物課米麦流通加工対策室
担当者：田口、吉田
代表：03-3502-8111（内線4779）
ダイヤルイン：03-6744-1392
FAX：03-6744-2523
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平成30年２月９日 

中橋商事株式会社の事業再編計画の概要 

 中橋商事株式会社は、これまで培ってきた精米技術を更に高度化し、米
穀卸売業だけでなく、新たに小売業を一体的に実施することにより、流通の
合理化、販売数量の拡大のための事業再編を行います。 

【事業再編の概要】 

・精米設備の一部廃棄 
・新たな設備導入 
・配送センター、倉庫の新設 
・直売所の建設、展開 

【事業構造の変更】 
・設備の相当程度の廃棄 

【事業方式の変更】 
・精米品質の向上 
・精米製造・出荷体制の効率化 
・流通構造の簡素化 

【支援措置】 
・金融支援（日本政策金融公庫による低利融資） 
・税制特例（設備投資に係る割増償却） 

事業再編計画の主な内容 
【農産物流通等の合理化】 
 老朽化により、とう精効率が低下している精米工場の一部を廃棄し、新た
な精米設備を導入し、精米処理能力、精米品質を向上させるとともに、配送
センター及び直売所を新設することで、原料の国産米調達量を1.5倍に増

加させ、生産者との長期契約件数を拡大することにより、生産者の経営安
定・発展に寄与 
【生産性の向上】精米工場の稼働率を75％から92％に引き上げ 
【計画の実施時期】平成30年２月～平成34年３月 
【労務に関する事項】従業員の解雇はない 

中橋商事㈱ 



様式第四（第６条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

    平成 30年２月９日 

 

２．認定事業再編事業者名 

   中橋商事株式会社 

 

３．認定事業再編計画の目標 

 (1) 事業再編に係る事業の目標 

 これまで培ってきた精米技術をさらに高度化し、米穀卸売業だけでなく、新たに小売業を一

体的に実施することにより、流通の合理化、販売数量の拡大のための事業再編を行う。 

このため、老朽化により、とう精効率が低下している精米工場の一部を廃棄し、新たな精米

設備を導入し、精米処理能力、精米品質を向上させるとともに、配送センター及び直売所を新

設し、流通構造の簡素化を目指す。 

 

 (2) 農産物流通等の合理化に関する数値目標並びに生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数

値目標 

    ① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

 精米工場の一部を廃棄し、最新の色彩選別機の導入、パッカー作業のロボット化、配送セ

ンターの新築及び倉庫改築により、精米処理能力の向上、精米製造・出荷体制の効率化を図

るとともに、工場敷地内に直売所を建設し、消費者への販売を拡大することにより、平成 28

年度から平成 33 年度に精米製造量を 1.5倍に増加させ、原料として国産米調達量を 1.5倍に

増加させるとともに、生産者との長期契約件数を拡大する。これにより、生産者の販売機会

の拡大を通じて、生産者の経営安定・発展に寄与する。 

    ② 生産性の向上を示す数値目標 

 精米工場の稼働率を、75％（平成 28年度）から 92％（平成 33年度）に引き上げる。 

    ③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

平成 33 年度において有利子負債はキャッシュフローの 10倍以内、経常収支比率は 100％を

超える。 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

 (1) 事業再編に係る事業の内容 

   ① 計画の対象となる事業 

        米穀卸売事業 

  ② 実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

    （事業の構造の変更） 

      本社精米工場の精米設備の一部廃棄 

    （事業方式の変更） 

    廃棄する設備に代えて、本社精米工場に新たにパッカー作業のロボット化、最新の色彩選

別機など新技術を導入することにより、精米施設の稼働率を向上させることに加え、精米の

安全性確保の更なる徹底を図るため、精米 HACCP の取組を強化することにより、安心・安全

な製品製造、精米品質の向上を目指す。 

また、本社精米工場に配送センターを新設、加能倉庫及び宿工場の倉庫を改築することに

より、出荷体制の効率化を進めることを通じて、販売数量の増加による収益の向上を図る。 

更に、産地に根ざした米穀卸売事業者として、宿工場の敷地内に直売所を建設することに

より、精米の流通構造の簡素化を図る。 

       

 (2) 事業再編を行う場所の住所 

     中橋商事株式会社 本社精米工場 石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ９－１ 

              加能倉庫   石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ 30－１ 



              宿工場    石川県羽咋郡宝達志水町宿４－43甲 107 

 

 (3) 関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

     該当なし。 

     

 (4) 事業再編を実施するための措置の内容 

     別表のとおり。 

     

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

  開始時期：平成 30 年２月 

  終了時期：平成 34 年３月 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

   事業再編に伴い出向又は解雇される従業員はいない。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

 該当なし。     

  



別表 事業再編の措置の内容 

 
 

措置事項 

 

実施する措置の内容及びその実施

する時期 

 

期待する支援措置 

規則第１条第１項の要件   

 十一 保有する設備の相

当程度の廃棄 
廃棄する設備とその内容： 

本社精米工場（石川県羽咋郡宝達

志水町柳瀬ヨ９－１）の設備の一

部 

帳簿価額：250万円 

廃棄期日：平成30年２月10日 

平成30年２月25日 

廃棄比率：5.5％ 

 

－ 

法第２条第５項第２号の要件   

 農産物に係る新たな生産

若しくは販売の方式の導

入又は設備等その他の経

営資源の高度な利用によ

る農産物の生産又は販売

の効率化 

廃棄する設備に代えて、本社精米

工場に新たにパッカー作業のロボ

ット化、最新の色彩選別機など新

技術を導入することにより、精米

施設の稼働率を向上させることに

加え、精米の安全性確保の更なる

徹底を図るため、精米HACCPの取組

を強化することにより、安心・安

全な製品製造、精米品質の向上を

目指す。また、本社精米工場に配

送センターを新設、加能倉庫及び

宿工場の倉庫を改築することによ

り、出荷体制の効率化を進めるこ

とを通じて、販売数量の増加によ

る収益の向上を図る。更に、産地

に根ざした米穀卸売事業者とし

て、宿工場の敷地内に直売所を建

設することにより、精米の流通構

造の簡素化を図る。 

法第25条第１項（株式

会社日本政策金融公

庫による資金の貸付

け）  

 

租税特別措置法第47

条第１項（事業再編促

進機械等の割増償却） 

 

 

 



平 成 3 0 年 4 月 2 日
農 林 水 産 省プレスリリース

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定につい
て（オーディエー株式会社）

農林水産省は、オーディエー株式会社（法人番号：8120001037617）から提出された「事業再編
計画」について平成30年3月30日付けで認定を行いました。

1.事業再編計画の概要

オーディエー株式会社は、関東食材株式会社（法人番号：1020001022775）の発行済全株式を取得
（完全子会社化）した後に吸収合併を行います。

今回の事業再編により、関東地方の配送施設を1カ所に集約するとともに外部委託をしていた配送
業務を内製化するほか、両社のサプライチェーンを共有することで経営の効率化を図ります。

これらにより、関東地方での本格的な事業展開を開始するとともに、産地との直接取引の拡大や
農産物の調達量の増加による生産者の販売機会の拡大や輸送ロットの拡大を通じた配送コストの
削減を目指します。

2.事業再編計画の認定

オーディエー株式会社から提出された「事業再編計画」について、農業競争力強化支援法（平成
29年法律第35号）第18条第6項に基づき審査した結果、同法第2条第5項に規定する事業再編を行う
ものとして、同法で定める要件を満たすと認められるため、平成30年3月30日付けで「事業再編計
画」の認定を行いました。今回の認定により、株式会社日本政策金融公庫による株式取得費用に
対する低利融資及び合併による株式会社の設立又は増資に係る登録免許税の軽減を受けることが
可能になります。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期：平成30年4月2日～終了時期：平成34年7月31日

4.申請者の概要

名称：オーディエー株式会社

資本金：4,000万円

代表者：代表取締役社長　小田大輔

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目7番16号

＜添付資料＞

オーディエー株式会社の事業再編計画の概要

認定事業再編計画の内容の公表

( 1 / 2 )



【お問合せ先】
食料産業局食品流通課
担当者：平野、長束
代表：03-3502-8111（内線4150）
ダイヤルイン：03-3502-8267
FAX：03-3502-0614

( 2 / 2 )



オーディエー株式会社（食品卸売業）の事業再編計画の概要 

平成30年３月30日 

 関西地方を中心に外食事業者や給食提供事業者向けに、農産物等の生鮮食品、加工食品
などの食材を供給する食品卸売事業者であるオーディエー株式会社は、関東地方への本格的な
事業展開のため、同業他社の関東食材株式会社の全株式を取得し、完全子会社化した後に
吸収合併を行います。 
 今回の事業再編により、関東地方の配送施設を1カ所に集約するとともに外部委託をしていた、
配送業務を内製化するほか、両社のサプライチェーンの共有化を進める。 
 これにより、販売コストの削減、経営の効率化を図るとともに、農産物の調達を増加するなど、
生産者の販売機会の拡大を目指します。 

事業再編計画の主な内容 
 【農産物流通等の合理化】  
①付加価値向上に資する新たな商品開発等における生産者との連携強化が可能となるとともに、
②産地との直接取引の拡大によって生産者の販売委託手数料の負担軽減や、③商品取扱量の
増加によって農産物の調達量を30％増加（H29：145ｔ→H34：192ｔ）させることにより、
生産者の販売機会の拡大を図り、生産者の経営安定・発展に寄与することを目指す。 
【生産性の向上】 修正ROAを0.4％ポイント向上 

 【計画の実施時期】 平成30年4月2日～平成34年7月31日 
 【労務に関する事項】 事業再編に伴う従業員の解雇等はない 

オーディエー株式会社 
【事業方式の変更】 

●付加価値商品の生産・開発等の連携強化 
●直接取引の拡大による手数料の負担軽減 
●農産物の調達量を30％増加 

●配送施設の集約、配送業務の 
  内製化、配送コストの削減による  
  物流体制の効率化 

●両社のサプライチェーン共有化に 
  よる販売コストの削減、経営の 
  効率化 

●関東地方への本格的な事業展開 

① 100％株式取得、  
   子会社化 
  （H30.4.2予定） 

【支援措置】 金融支援 
（日本政策金融公庫に 
  よる低利融資） 

【支援措置】 税制特例 
（登録免許税の軽減） 

関東食材株式会社 
（※吸収合併における消滅会社） 

 関東地方の外食、事業所給食等 
 事業者への食材を供給 

② 吸収合併  
   (H31.12.1予定） 

オーディエー株式会社 

関西地方中心の外食、給食提供事業
者向けに、農産物等の食材を供給 



 

様式第四（第６条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

   平成 30 年３月 30 日 

 

２．認定事業再編事業者名 

   オーディエー株式会社 

 

３．認定事業再編計画の目標 

(1) 事業再編に係る事業の目標 

当社は、大阪府の学校給食や関西地方の外食事業者、病院・事業所給食提供事業者に食材を提

供する飲食料品の卸売事業者であるが、少子化により学校給食向けの販売が減少傾向にある中、

将来の持続的な経営発展のため、今後は関東地方への本格的な事業展開を希望している。 

現在、関東地方への供給は、関東地方の運送業者等に外部委託している。 

このように関東地方において自社の配送拠点や配送車を有していないため、配送施設の賃借や

配送等の業務の外部委託費等により、販売コストが割高となっていた。 

今般、神奈川県横浜市の配送施設及び自前の配送車を有し、関東地方１都５県の外食事業者等

を主な取引先としている、飲食料品の卸売事業者である関東食材株式会社の発行済株式を 100％

取得し、その後吸収合併を行う。 

この事業再編を通じて、これまで賃借していた関東地方の３カ所の配送施設の貸借契約を解約

し、関東食材株式会社の所有する配送施設１カ所に集約するとともに、外部委託していた配送業

務についても同社の配送車を取得・活用することで内製化するほか、当社と関東食材株式会社の

サプライチェーンを共有することで、経営の効率化を図る。これらにより、関東地方での本格的

な事業展開を開始するとともに、産地との直接取引の拡大や農産物の調達量の増加による生産者

の販売機会の拡大や、輸送ロットの拡大を通じた配送コストの削減を目指す。 

 

(2) 農産物流通等の合理化に関する数値目標、生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

関東食材株式会社の株式取得及び吸収合併により、関東地方への本格的な事業展開を行うと

ともに、配送施設の集約・配送業務の内製化・配送コストの削減による物流体制の効率化や、

両社のサプライチェーン共有化による販売コストの削減や経営の効率化を図る。 

これらの取組の効果としては、付加価値向上に資する新たな生産方法や商品開発等における

生産者との連携強化や、産地との直接取引の拡大による生産者の販売委託手数料の負担軽減が

可能となる。また、商品取扱量の増加により平成 29 年度に比べて平成 34 年度には農産物の調

達量を 30％増加（145t→192t）させることを目標とする。これにより、生産者の販売機会の拡

大を通じて、生産者の経営安定・発展に寄与することを目指す。 

 

② 生産性の向上を示す数値目標 

減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の金額を総資産の金額で除した値（修正

ＲＯＡ）を事業実施前の平成 29 年度の 7.02％から、平成 34 年度には 7.42％に向上させるこ

とを目標とする。 

 

  ③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

 平成 34 年度において当社の有利子負債はキャッシュフローの 10 倍以内、経常収支比率は

100％を超える予定である。 



 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

 (1) 事業再編に係る事業の内容 

① 計画の対象となる事業 

飲食料品の卸売事業 

② 実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

（事業の構造の変更） 

・オーディエー株式会社が関東食材株式会社の発行済株式 100％取得し完全子会社化 

・オーディエー株式会社を存続会社、関東食材株式会社を消滅会社とする吸収合併 

【完全子会社化】 

＜株式取得会社＞ 

名称：オーディエー株式会社 

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東 1-7-16 

代表者氏名：小田 大輔  

資本金：40 百万円 

＜株式譲渡会社＞ 

名称：関東食材株式会社 

住所：神奈川県横浜市神奈川区山内町 1-1 

横浜市中央卸売市場本場水産物部関連棟 402 号 

代表者氏名：熊谷 重男 

資本金：20 百万円 

   【吸収合併】 

＜存続会社＞ 

名称：オーディエー株式会社 

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東 1-7-16 

代表者氏名：小田 大輔  

資本金：40 百万円 

＜消滅会社＞ 

名称：関東食材株式会社 

住所：神奈川県横浜市神奈川区山内町 1-1 

横浜市中央卸売市場本場水産物部関連棟 402 号 

代表者氏名：熊谷 重男 

資本金：20 百万円 

（事業の方式の変更） 

これまで賃借していた関東地方の３カ所の配送施設の貸借契約を解約し、関東食材株式会社

の所有する配送施設１カ所に集約するとともに、外部委託していた配送業務についても同社の

配送車を取得・活用することで内製化するほか、当社と関東食材株式会社のサプライチェーン

を共有することで、経営の効率化を図る。 

 

 (2) 事業再編を行う場所の住所 

・オーディエー株式会社 

大阪府大阪市浪速区敷津東１－７－１６ 

 

・関東食材株式会社 

神奈川県横浜市神奈川区山内町１－１ 

横浜市中央卸売市場本場水産物部関連棟 402 号 

 

 (3) 関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

該当なし 



 

 (4) 事業再編を実施するための措置の内容 

別表のとおり 

 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成 30 年 4 月 2 日～終了時期：平成 34 年 7 月 31 日 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

事業再編に伴い出向又は解雇される従業員はいない。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

  該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 事業再編の措置の内容 

 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

規則第 1 条第 1 項の要件   

 五 他の会社の株式の取得 

①株式取得会社 

名称：オーディエー株式会社 

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東 1-7-16 

代表者氏名：小田 大輔  

資本金：40 百万円 

②株式譲渡会社 

名称：関東食材株式会社 

住所：神奈川県横浜市神奈川区山内町 1-1 

 横浜市中央卸売市場本場水産物部 

関連棟 402 号 

代表者氏名：熊谷 重男 

資本金：20 百万円 

③取得する株式 

 関東食材株式会社の全株式 

④派遣する役員の数：2 人 

⑤株式取得期日：平成 30 年 4 月 2 日（予定） 

法第 25 条第 1 項 

（株式会社日本政策

金融公庫による資金

の貸付け） 

法第 2 条第 5 項第 1 号の要件   

 合併 

①存続会社 

名称：オーディエー株式会社 

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東 1-7-16 

代表者氏名：小田 大輔  

資本金：40 百万円 

②消滅会社 

名称：関東食材株式会社 

住所：神奈川県横浜市神奈川区山内町 1-1 

横浜市中央卸売市場本場水産物部 

関連棟 402 号 

代表者氏名：熊谷 重男 

資本金：20 百万円 

③合併期日：平成 31 年 12 月１日（予定） 

 

租税特別措置法第

80 条第 3 項第 2 号

（合併による株式会

社の設立又は増資に

係る登録免許税の軽

減） 

法第 2 条第 5 項第 2 号の要件   

 

農産物に係る新たな生産若

しくは販売の方式の導入又

は設備等その他の経営資源

の高度な利用による農産物

の生産又は販売の効率化 

これまで賃借していた関東地方の３カ所の

配送施設の貸借契約を解約し、関東食材株式

会社の所有する配送施設１カ所に集約すると

ともに、外部委託していた配送業務について

も同社の配送車を取得・活用することで内製

化するほか、当社と関東食材株式会社のサプ

ライチェーンを共有することで、経営の効率

化を図る。 

－ 

 

 



平 成 3 0 年 4 月 6 日
農 林 水 産 省プレスリリース

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定につい
て(やさいバス株式会社)

農林水産省は、やさいバス株式会社(法人番号:1080401022056)から提出された「事業再編計
画」について本日付けで認定を行いました。

1.事業再編計画の概要

農産物の集荷・配送・販売の事業を行うやさいバス株式会社は、株式会社エムスクエア・ラボ(法
人番号:5080401015543)から青果卸売事業を譲り受け、クラウド上での受発注を速やかに物流に反
映させるITシステムを開発・活用し、青果卸売事業と従来からの共同配送事業を一体的かつ効率
的に行います。また、鈴与株式会社(法人番号:2080001009460)を引受先とする増資等により、自
己資本の増強を行い、集配ポイントに小規模加工販売店を新設し、地域の農産物を原材料とした
加工食品等の付加価値の高い新商品の開発、生産及び販売を行います。

2.事業再編計画の認定

やさいバス株式会社から提出された「事業再編計画」について、農業競争力強化支援法(平成29年
法律第35号)第18条第6項に基づき審査した結果、同法第2条第5項に規定する事業再編を行うもの
として、同法で定める要件を満たすと認められるため、本日付けで「事業再編計画」の認定を行
いました。今回の認定により、株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資、登録免許税の
軽減を受けることが可能になります。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期:平成30年4月30日～終了時期:平成33年3月31日

4.申請者の概要

名称:やさいバス株式会社

住所:静岡県菊川市堀之内110番地の1

代表者の氏名:代表取締役社長 加藤百合子

資本金:2,300万円

<添付資料>

やさいバス株式会社の事業再編計画の概要

認定事業再編計画の内容の公表

( 1 / 2 )



【お問合せ先】
食料産業局食品流通課
担当者：宮本、堀
代表：03-3502-8111（内線4324）
ダイヤルイン：03-3502-5741
FAX：03-3502-0614
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やさいバス株式会社の事業再編計画の概要

平成30年４月６日

農産物の集荷・配送・販売の事業を行う「やさいバス㈱」は、
① 「㈱エムスクエア・ラボ」から青果卸売事業を譲り受けることにより、クラウド上での
受発注を速やかに物流に反映させるITシステムを開発・活用し、青果卸売事業と従
来からの共同配送事業を一体的かつ効率的に行うとともに、

② 「鈴与㈱」を引受先とする増資等により、自己資本の増強を行い、集配ポイントに小
規模加工販売店を新設し、地域の農産物を原材料とした加工食品等の付加価値の
高い新商品の開発、生産及び販売を行う。

事業再編計画の主な内容

【農産物流通等の合理化】

クラウド上で受発注を可能とし、受発注を速やかに物流に反映させるITシステムを

開発・活用することにより、農業者が負担する流通コストを10％以上引下げ。

⇒農業者の所得の増加、農業経営の安定・発展に寄与。

【生産性の向上】

上記事業展開により、従業員1人当たりの付加価値額を20％以上向上。

【計画の実施時期】 平成30年4月30日～平成33年3月31日

【労務に関する事項】 エムスクエア・ラボからやさいバスへの転籍４名、出向１名

㈱エムスクエア・ラボやさいバス㈱

A-FIVE出資登録免許税の軽減

事業譲渡
青果卸売事業

小売事業 等

支援措置

30年5月

青果卸売事業
・生産者の代わりとなって、栽培品質や生育状況等の情
報とともに商品を販売

加工・小売事業
・集配ポイントに小規模加工販売店を新設

・地域の農産物を原材料とした加工食品等の付加価値の
高い新商品の開発、生産及び販売

共同配送事業
・地域の集配ポイントを冷蔵車で巡回
・生産者からの集荷と実需者への配送・販売を同時に実施

新たに開始

既存事業と一体化 流通コストの10％引下げ等

鈴与㈱

物流事業
出資

30年5月



様式第四（第６条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

    平成 30 年４月６日 

 

２．認定事業再編事業者名 

   やさいバス株式会社 

 

３．認定事業再編計画の目標 

 (1) 事業再編に係る事業の目標 

 地域の集配ポイントを冷蔵車で巡回して生産者からの集荷と実需者への配送・販売を同時に

実施する共同配送事業を行うやさいバス株式会社（以下「やさいバス」という。）は、親会社で

ある株式会社エムスクエア・ラボ（以下「エムスクエア・ラボ」という。）から、青果卸売事業

を譲り受けることにより、クラウド上での受発注を速やかに物流に反映させる IT システムを開

発・活用し、事業の効率化を図る。また、物流事業を行う鈴与株式会社（以下「鈴与」という。）

に対する第三者割当て増資を行うこと等により、自己資金の増強を行い、集配ポイントに小規

模加工販売店を新設し、地域の農産物を原材料とした加工食品等、付加価値の高い新商品の開

発、生産及び販売を行う。 

 

 (2) 農産物流通等の合理化に関する数値目標並びに生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数

値目標 

    ① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

 クラウド上で受発注でき、これらの情報を物流と連動することが可能な、物流と商流を一

体化した IT システムを開発・活用することで事業の効率化を図る。これにより、平成 29 年

度に比べて、平成 32 年度には農業者が負担する物流コストを 10％以上引き下げることにより、

農業者の所得の増加、農業経営の安定・発展に寄与する。 

 

    ② 生産性の向上を示す数値目標 

生産性の向上に関しては、平成 29 年度に比べて、平成 32 年度には、従業員１人当たりの

付加価値額の値を 20％以上向上させることを目標とする。 

 

    ③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

財務内容の健全性の向上に関しては、平成 32 年度において有利子負債はキャッシュフロー

の 10 倍以内、経常収支比率は 100％を上回る。 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

 (1) 事業再編に係る事業の内容 

   ① 計画の対象となる事業 

        飲食料品の卸売事業及び小売事業 

 

  ② 実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

    （事業の構造の変更） 

     ・やさいバスは、エムスクエア・ラボから青果卸売事業を譲り受ける。 

      <譲渡会社> 

名称：エムスクエア・ラボ 

     住所：静岡県菊川市堀之内字沢垂 110 番地の１ 

     代表者の氏名：代表取締役社長 加藤百合子 

     資本金：3,900 万円 

 

    <譲受会社> 

     名称：やさいバス 



     住所：静岡県菊川市堀之内 110 番地の１ 

     代表者の氏名：代表取締役社長 加藤百合子 

     資本金：2,300 万円 

・譲受期日：平成 30 年５月１日（予定） 

・譲受事業の内容：青果卸売事業 

 

・やさいバスは、鈴与及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下「支援機構」という。）
※を引受先とする第三者割当て増資を行う（出資の受入れ）。 

増資額： 

鈴与：1,100 万円 

支援機構：3,000 万円※ 

総計：4,100 万円（うち、2,050 万円を資本金へ組み入れ） 

増資前の資本金：2,300 万円 

増資後の資本金：4,350 万円 

増資の方法：鈴与及び支援機構※を引受先とする第三者割当て増資 

増資期日：平成 30 年５月１日（予定） 

※支援機構による出資については、別途、農業競争力強化支援法第 29 条に基づく農林水産

大臣の認可及び支援機構による支援決定が必要。 

 

（事業の方式の変更） 

    クラウド上での受発注を速やかに物流に反映させる IT システムを開発・活用し、事業の効

率化を図るとともに、集配ポイントに小規模加工販売店を新設し、地域の農産物を原材料と

した加工食品等、付加価値の高い新商品の開発、生産及び販売を行う。 

       

 (2) 事業再編を行う場所の住所 

    静岡県菊川市堀之内 110 番地の１ 

 

 (3) 関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

     該当なし。 

     

 (4) 事業再編を実施するための措置の内容 

     別表のとおり。 

     

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

  開始時期：平成 30 年４月 30 日～終了時期：平成 33 年３月 31 日 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

   事業再編に伴い、エムスクエア・ラボからやさいバスに対して４名が転籍、１名が出向する予

定。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

 該当なし。 

  



別表 事業再編の措置の内容 

措置事項 
実施する措置の内容 

及びその実施する時期 
期待する支援措置 

法第２条第５項第１号の要件   

  農業生産関連事業の譲受け <譲渡会社> 

・名称：エムスクエア・ラボ 

・住所：静岡県菊川市堀之内字沢垂110番

地の１ 

・代表者の氏名：代表取締役社長 加藤百

合子 

・資本金：3,900万円 

<譲受会社> 

・名称：やさいバス 

・住所：静岡県菊川市堀之内110番地の１ 

・代表者の氏名：代表取締役社長 加藤百

合子 

・資本金：2,300万円 

・譲受期日：平成30年５月１日（予定） 

・譲受事業の内容：青果卸売事業 

－ 

 規則第１条第１項の要件   

 四 出資の受入れ ・増資額： 

鈴与：1,100万円 

支援機構：3,000万円※ 

総計：4,100万円（うち、2,050万円を資

本金へ組み入れ） 

・増資前の資本金：2,300万円 

・増資後の資本金：4,350万円 

・増資の方法：鈴与及び支援機構※を引受

先とする第三者割当て増資 

・増資期日：平成30年５月１日（予定） 

※事業再編計画が認定を受けることが前

提。 

租税特別措置法第80条

第３項第１号（株式会

社の増資に係る登録免

許税の軽減） 

 

 

法第２条第５項第２号の要件   

 農産物に係る新たな生産若

しくは販売の方式の導入又

は設備等その他の経営資源

の高度な利用による農産物

の生産又は販売の効率化 

クラウド上での受発注を速やかに物流に

反映させるITシステムを開発・活用し、事

業の効率化を図るとともに、集配ポイント

に小規模加工販売店を新設し、地域の農産

物を原材料とした加工食品等、付加価値の

高い新商品の開発、生産及び販売を行う。 

法第27条、第29条１項

（支援機構による出

資） 

 

 



平 成 3 0 年 4 月 6 日
農 林 水 産 省プレスリリース

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定につい
て（日本ビーンズ株式会社）

農林水産省は、日本ビーンズ株式会社(法人番号:3070001034087)から提出された「事業再編計
画」について本日付けで認定を行いました。

1.事業再編計画の概要

日本ビーンズ株式会社は、平成29年12月に相模屋食料株式会社(法人番号:5070001001366)の完全
子会社となったことに伴い、今般、工場の老朽化した設備の廃棄を行うとともに、新たに設備投
資を行い、最新の設備を導入することにより、生産体制の強化・効率化を図ります。

これにより、年間の国産大豆の調達量を倍増させ、付加価値の高い商品の生産へ転換し、生産者
の販売機会の拡大及び消費者ニーズに応える商品の生産を目指します。

2.事業再編計画の認定

日本ビーンズ株式会社から提出された「事業再編計画」について、農業競争力強化支援法（平成
29年法律第35号）第18条第6項に基づき審査した結果、同法第2条第5項に規定する事業再編を行う
ものとして、同法で定める要件を満たすと認められるため、本日付けで「事業再編計画」の認定
を行いました。今回の認定により、設備投資に対する減価償却の特例を受けることが可能になり
ます。

（参考）農業競争力強化支援法の概要

本法律は、農業資材事業や農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等
により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発
展に寄与することを目的としています。

3.事業再編計画の実施期間

開始時期：平成30年4月9日～終了時期：平成33年2月28日

4.申請者の概要

名称：日本ビーンズ株式会社

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 鳥越淳司

本社所在地：東京都中央区日本橋小網町17番2号

＜添付資料＞

日本ビーンズ株式会社の事業再編計画の概要(PDF : 150KB)

認定事業再編計画の認定内容(PDF : 139KB)
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【お問合せ先】
食料産業局食品製造課
担当者：佐藤、坂本
代表：03-3502-8111（内線4111）
ダイヤルイン：03-6744-0480
FAX：03-3502-5336
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日本ビーンズ株式会社の事業再編計画の概要

平成30年４月６日

事業再編計画の主な内容

【農産物流通等の合理化】

○ 生産体制の強化・効率化を進め、年間の国産大豆の調達量を倍増させるとともに、

大豆生産者との契約取引を進めることにより、生産者の販売機会の拡大、生産者の

経営安定・発展に寄与

【生産性の向上】

○ 有形固定資産回転率を250％向上させる

【計画の実施時期】 平成30年４月９日～平成33年２月28日

【労務に関する事項】 事業再編に伴う従業員の解雇等はない

【事業構造の変更】
・工場設備の一部廃棄
（廃棄設備）
油揚げ製造ライン
豆腐製造ライン

事業再編の概要

【事業方式の変更】
・設備の改良、ラインの増設、機械の新調
→設備の高度利用を進め、生産体制の強
化・効率化を図る
・不採算商品の刷新
→付加価値が高く、採算性の高い商品の
生産への転換を図る。

日本ビーンズ株式会社は、平成29年12月に豆腐業界で売上規模第１位の相模屋
食料株式会社の完全子会社となったことに伴い、今般、工場の老朽化した設備の廃
棄を行うとともに、新たに設備投資を行い、最新の設備を導入することにより、生産
体制の強化･効率化を図ります。
これにより、年間の国産大豆の調達量を倍増させ、付加価値の高い商品の生産
へ転換し、生産者の販売機会の拡大及び消費者ニーズに応える商品の生産を目指
します。

【支援措置】税制特例（割増償却）

年間の国産大豆の調達量を倍増、大豆生産者との契約取引を進める
⇒販売機会の拡大、生産者の経営安定・発展に寄与
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様式第四（第６条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

平成30年４月６日 

 

２．認定事業再編事業者名 

日本ビーンズ株式会社（以下「日本ビーンズ」という。） 

 

３．認定事業再編計画の目標 

(1)事業再編に係る事業の目標 

首都圏を中心に豆腐・油揚げ等大豆加工品を製造販売する日本ビーンズは、平成29年12月に相模

屋食料株式会社（以下「相模屋食料」という。）の完全子会社として傘下に入り、経営事業の再編

を進めている。今回の事業再編計画では、国産大豆を活用したより付加価値の高い豆腐製品の生産

体制の強化・効率化及び製販物流の合理化を図ることにより、相模屋食料と一体となって、国産大

豆の安定的かつ効率的な取引と消費者ニーズに応える商品の生産及び安定供給を実現する。 

 

(2)農産物流通等の合理化に関する数値目標並びに生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

① 農産物流通等の合理化に関する数値目標 

日本ビーンズ工場の老朽化した製造機械設備を廃棄するとともに、新たに設備投資を行い、最

新の設備を導入することにより、生産体制の強化・効率化を図り、１日当たりの生産能力を平成

29年度の178,500丁から平成32年度には日産637,500丁へ3.6倍に増加させる。これに伴い、年間

の国産大豆の調達量を平成29年度の1,000トンから平成32年度には2,000トンへ倍増させるととも

に、大豆生産者との契約取引を進めることにより、生産者の販売機会の拡大、生産者の経営安

定・発展に寄与することを目指す。 

 

② 生産性の向上を示す数値目標 

 平成32年度には平成29年度に比べて、有形固定資産回転率を250％向上させることを目標とす

る。 

 

③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

平成32年度において有利子負債はキャッシュフローの10倍以内、経常収支比率は100％を上回

る予定。 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 

(1)事業再編に係る事業の内容 

 ①計画の対象となる事業 

飲食料品の製造事業（豆腐・油揚げ等製造業） 

 

②実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容 

（事業の構造の変更） 

日本ビーンズ工場の設備の一部廃棄 

 

（事業の方式の変更） 

日本ビーンズ工場における設備の改修工事・ラインの増設、機械の新調等を行い、設備の高度

利用を進め、生産体制の強化・効率化を図る。併せて採算の合わない商品の生産の見直し、付加

価値が高く採算性の高い商品の生産への転換を図る。 

 

(2)事業再編を行う場所の住所 

群馬県伊勢崎市北千木町1435 

 

(3)関係事業者又は外国関係法人に関する事項 

該当なし。 



2  

 

(4)事業再編を実施するための措置の内容 

別表のとおり。 

 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成30年４月９日～終了時期：平成33年２月28日 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

事業再編に伴い出向又は解雇される従業員はいない。 

 

７．事業再編に係る競争に関する事項 

該当なし。  
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別表 事業再編の措置の内容 
 

措置事項 
実施する措置の内容 
及びその実施する時期 

期待する支援措置 

規則第１条第１項の要件   

 十一 保有する設備の相当

程度の廃棄 

廃棄する設備とその内容： 

日本ビーンズ工場（群馬県伊勢崎市北千

木町1435）の設備の一部廃棄 

帳簿価額：108百万円 

廃棄期日：平成30年４月27日 

廃棄比率：約 45％ 

－ 

法第２条第５項第２号の要件   

 農産物に係る新たな生産若
しくは販売の方式の導入又
は設備等その他の経営資源
の高度な利用による農産物
の生産又は販売の効率化 

日本ビーンズ工場における設備の改修工事 

・ラインの増設、機械の新調等を行い、設 

備の高度利用を進め、生産体制の強化・効 

率化を図る。併せて採算の合わない商品の 

生産の見直し、付加価値が高く採算性の高 

い商品の生産への転換を図る。 

租税特別措置法第 68
条の 33（事業再編促
進機械等の割増償
却） 
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