
 

 

（別添１） 

平成 21 年９月８日 

 

日本ミルクコミュニティ株式会社と雪印乳業株式会社の事業再構築計画のポイント 

 

 日本ミルクコミュニティ株式会社と雪印乳業株式会社は、平成 21 年 10 月 1 日付けで株

式移転により共同持株会社である「雪印メグミルク株式会社」を設立し経営を統合、双方

の経営資源を一体的に活用することで一層の企業価値向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生産性の向上】 

 ・従業員一人当りの付加価値額を 20.7％ポイント向上させる。 

 

【財務内容の健全性】 

 ・有利子負債／キャッシュフロー １０倍以内 

 ・経常収支比率 １００％以上 

 

【事業革新】 

雪印メグミルクグループは、日本ミルクコミュニティ㈱と雪印乳業㈱が保有する強み

を融合させた商品開発により、市場の新たな需要喚起と開拓を実現し、平成 23 年度には

新商品の売上高を全売上高の 2.3％以上とすることを目標とする。 

  

【従業員の推移】 

・３，１９５名→３，２０６名（１１名増）（新規採用４６７名） 

 ・出向２１０名、転籍０名 

 （全てグループ内の出向であり、解雇の予定はない。） 

 

【計画の実施期間】 

 ・平成 21 年 10 月～平成 24 年３月 

 
① 株式移転により共同持株会社設立 
② 両社が保有する開発力と技術力を有効活用し新商品の開発販売
を行う 

 
 
 
 
 
 
 

雪印メグミルク㈱ 

（H２１．１０．１設立） 

日本ミルクコミュニティ㈱ 雪印乳業㈱ 

登録免許税

の軽減 

支援措置 

株式移転 株式移転 
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（別添２） 
 

 
認定事業再構築計画の内容の公表 

 
 

１． 認定をした年月日 
平成２１年９月８日 
 

２． 認定事業者名 
日本ミルクコミュニティ株式会社、雪印乳業株式会社 

 
３．認定事業再構築計画の目標 
(1) 事業再構築に係る事業の目標 

酪農乳業界においては、世界的な資源・食料価格の乱高下やそれに起因する国
内酪農生産の停滞等により、生乳・乳製品需給ギャップの振れ幅が拡大してきて
いる。また、食料消費を巡っては、食の安全・安心に対する意識や健康志向の一
層の高まり等、消費者の食に対するニーズが多様化してきている。 
これまでも日本ミルクコミュニティ㈱と雪印乳業㈱は事業面で連携関係にあっ

たが、急激な環境変化に対応しつつ成長戦略を着実に実践していくことを目的に、
一層の連携強化について協議を重ねてきた。 
こうした協議の中で、両社には研究開発、原材料調達、商品開発、生産並びに
販売等の各段階で相互補完の関係にある事項が多く、連携関係の強化のみならず、
経営統合により双方の経営資源を一体的に活用することで、一層の企業価値向上
が図れると、両社ともに判断するに至った。 
今回の経営統合により誕生する新しい企業グループは、消費者の意識や行動が
変化し、国内酪農基盤の安定と食料自給率の向上が社会的な課題となる中で、消
費者及び酪農生産者とともに「乳」コミュニティを育んでいきたいと考えている。 
生産者団体を主要株主にもつ日本ミルクコミュニティ㈱と「健土健民」を創業
の精神とする雪印乳業㈱の統合により、新しく誕生する企業グループは、更に「乳」
にこだわることに経営の重点を置き、国産生乳及び乳製品の価値を高め、消費者
の笑顔や健康づくりに貢献することを目指すこととする。 

 
(2) 生産性の向上を示す数値目標 

生産性の向上としては、平成 23 年度には平成 20 年度に比べて、従業員 1 人当
たり付加価値額を 20.7%向上させることを目標とする。 

 
４．認定事業再構築計画に係る事業再構築の内容 
(1) 事業再構築に係る事業の内容 
①中核的事業 

牛乳、乳製品の製造・販売等 
 
②選定理由 

雪印乳業㈱は過去の事件により経営危機に陥り、これを契機に市乳事業を分離し

て乳食品事業に特化した企業である。一方、日本ミルクコミュニティ㈱は、「全国農

業協同組合連合会」子会社の「全国農協直販㈱」及び「全国酪農業協同組合連合会」

子会社の「ジャパンミルクネット㈱」の二社と雪印乳業㈱から分離した市乳事業と

を経営統合した経緯にある。今回の事業再構築により、両社が保有する乳全体にま

たがる開発力と技術力をより有効に活用し、生乳消費拡大型商品や高付加価値型商

品等新しい価値を創造する商品の開発力を強化し、既存事業の一層の強化と新たな

市場の開拓が可能であるため、当該事業分野を中核事業と位置付けた。 
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③事業再構築に係る事業の内容 
日本ミルクコミュニティ㈱と雪印乳業㈱は共同持株会社「雪印メグミルク㈱」を

設立することで経営を統合し、双方の経営資源を一体的に活用することで一層の企

業価値向上を図ることを目指す。 

 

（事業の構造の変更：株式移転による持株会社設立） 
 
＜株式移転により設立される完全親会社＞ 
 名 称：雪印メグミルク株式会社 
 住 所：北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 
 代表者：代表取締役会長 小原 實 

代表取締役社長 高野瀬 忠明 
 資本金：20,000 百万円 
 設立日：平成 21 年 10 月 1 日（予定） 
 
＜株式移転を行い、完全子会社となる会社＞ 
 名 称：日本ミルクコミュニティ株式会社 
 住 所：東京都新宿区富久町 10 番５号 
 代表者：代表取締役社長 小原 實 
 資本金：14,188 百万円 
 
 名 称：雪印乳業株式会社 
 住 所：北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 
 代表者：代表取締役社長 高野瀬 忠明 
 資本金：14,846 百万円 
 
株式移転比率： 
雪印メグミルク 1.0：雪印乳業 0.2 
雪印メグミルク 1.0：日本ミルクコミュニティ（普通株式）0.48 
雪印メグミルク 1.0：日本ミルクコミュニティ（Ａ種種類株式）0.96 
 
株式移転効力発生日：平成 21 年 10 月１日（予定） 
 

（事業革新） 
雪印メグミルクグループは、日本ミルクコミュニティ㈱と雪印乳業㈱が有する

強みを融合させた商品開発により、市場の新たな需要喚起と開拓を実現する。具

体的には、雪印乳業㈱の研究機能、装置技術、両社の製造技術、物流体制、マー

ケティング力を活用し、多様化するニーズや様々な食シーンに対応する付加価値

の高い商品の開発を乳製品事業の分野において行う。 

 

【乳製品事業】 

日本ミルクコミュニティ㈱は、乳飲料事業において「骨の強化」をコンセプト

とした機能性乳飲料カテゴリーに強みを持つ。加えて「乳」のもつおいしさをコ

ーヒーとの組合せにより引き出した嗜好性の高い商品でもカテゴリー№１商品を

保有する。これに雪印乳業㈱がこれまで培ってきた「乳」の持つ機能性や美味し

さを追求した研究成果を加えることで、更に多様なニーズに応える商品を開発す

る。 

 また、醗酵乳事業においても日本ミルクコミュニティ㈱は、雪印乳業㈱独自の

菌株を活用した商品展開により、健康志向の高い市場のニーズに対応している。

既に、両社は共同で内臓脂肪低減効果を裏付ける研究成果を発表しているが、両

社の取組みを更に深め、これら研究成果をプロモーション戦略等に活用し、市場
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の需要喚起を促進する。 

デザート事業において、日本ミルクコミュニティ㈱は、プリンやゼリーに独自

技術を持っており、雪印乳業㈱が有する装置技術を活用し、両社共同で新機軸の

商品を開発する。 

 
以上の取り組みにより、平成 23 年度において当該分野での新商品の売上高を
全売上高の 2.3％以上とすることを目標とする。 

 
 (2) 事業再構築を行う場所の住所 

北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 
雪印メグミルク株式会社本社 

 
東京都新宿区富久町 10 番５号 
日本ミルクコミュニティ株式会社本社 
 
北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 
雪印乳業株式会社本社 

 
(3) 関係事業者又は外国関係法人 

該当なし 
 
(4) 事業再構築を実施するための措置の内容 

別表１のとおり 
 
５．事業再構築の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成 21 年 10 月 
終了時期：平成 24 年３月 

 

６．事業再構築に伴う労務に関する事項 

(1) 事業再構築の開始時期の従業員数（平成 21 年３月末時点） 
雪印乳業株式会社         １，３８９名 

日本ミルクコニュニティ株式会社  １，８０６名 

合計               ３，１９５名 

 

(2) 事業再構築の終了時期の従業員数（平成 24 年３月末時点） 
雪印メグミルク株式会社        ２１２名 

雪印乳業株式会社         １，２９０名 

日本ミルクコニュニティ株式会社  １，７０４名 

合計               ３，２０６名 

 

 (3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 
雪印メグミルク株式会社        ２１２名 

雪印乳業株式会社         １，２９０名 

日本ミルクコニュニティ株式会社  １，７０４名 

合計               ３，２０６名 

 

(4) (3)中、新規に採用される従業員数 
雪印メグミルク株式会社          ０名 

雪印乳業株式会社           ２２４名 

日本ミルクコニュニティ株式会社    ２４３名 

合計                 ４６７名 
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(5) 事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数 
出向予定人員数     合計    ２１０名 
転籍予定人員数     合計      ０名 
解雇予定人員数     合計      ０名 
合計                ２１０名 
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別表１ 

 

 事業再構築の措置の内容 

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 

事業の構造の変更   

 
株式移転による中核的事業

の開始、拡大又は能率の向上 

＜株式移転により設立される完全親会社＞ 

 名 称：雪印メグミルク株式会社 

 住 所：北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 

 代表者：代表取締役会長 小原 實 

代表取締役社長 高野瀬 忠明 

 資本金：20,000 百万円 

 設立日：平成 21 年 10 月１日（予定） 

 

＜株式移転を行い、完全子会社となる会社＞ 

 名 称：日本ミルクコミュニティ株式会社 

 住 所：東京都新宿区富久町 10 番５号 

 代表者：代表取締役社長 小原 實 

 資本金：14,188 百万円 

 

名 称：雪印乳業株式会社 

 住 所：札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 

 代表者：代表取締役社長 高野瀬 忠明 

 資本金：14,846 百万円 

  

株式移転比率 

雪印メグミルク 1.0：雪印乳業 0.2 

雪印メグミルク 1.0：日本ミルクコミュニティ（普通株

式）0.48 

雪印メグミルク 1.0：日本ミルクコミュニティ（Ａ種種

類株式）0.96 

  

株式移転効力発生日：平成 21 年 10 月１日（予定） 

 

租税特別措置法第 80 条

第 1 項第 1 号（認定事業

再構築計画等に基づき行

う登記の税率の軽減） 

 

事業革新   

 
第 2 条第 4項第 2号イ 

 

雪印メグミルクグループは、日本ミルクコミュニティ㈱

と雪印乳業㈱が有する強みを融合させた商品開発により、

市場の新たな需要喚起と開拓を実現する。具体的には、雪

印乳業㈱の研究機能、装置技術、両社の製造技術、物流体

制、マーケティング力を活用し、多様化するニーズや様々

な食シーンに対応する付加価値の高い商品の開発を乳製

品事業の分野において行う。 

 

【乳製品事業】 

日本ミルクコミュニティ㈱は、乳飲料事業において「骨の

強化」をコンセプトとした機能性乳飲料カテゴリーに強み

を持つ。加えて「乳」のもつおいしさをコーヒーとの組合

せにより引き出した嗜好性の高い商品でもカテゴリー№

１商品を保有する。これに雪印乳業㈱がこれまで培ってき

た「乳」の持つ機能性や美味しさを追求した研究成果を加

えることで、更に多様なニーズに応える商品を開発する。 

 また、醗酵乳事業においても日本ミルクコミュニティ㈱

は、雪印乳業㈱独自の菌株を活用した商品展開により、健
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康志向の高い市場のニーズに対応している。既に、両社は

共同で内臓脂肪低減効果を裏付ける研究成果を発表して

いるが、両社の取組みを更に深め、これら研究成果をプロ

モーション戦略等に活用し、市場の需要喚起を促進する。 

デザート事業において、日本ミルクコミュニティ㈱は、

プリンやゼリーに独自技術を持っており、雪印乳業㈱が有

する装置技術を活用し、両社共同で新機軸の商品を開発す

る。 

 

以上の取り組みにより、平成 23 年度において当該分野で

の新商品の売上高を全売上高の 2.3％以上とすることを

目標とする。 

  

 

 


