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（別添） 

 

変更後の認定事業再構築計画の内容の公表 

 

１．変更認定をした年月日 

平成２５年３月１３日 

 

２．変更後の認定事業者名 

  日新製糖ホールディングス株式会社 

日新製糖株式会社 

新光製糖株式会社 

 

３．変更後の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 

変更前 変更後 
（略） 

こうした状況の下、国内の企業基盤を強化

し、両社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的に、

共同持株会社設立による経営統合を行いま

す。 

 なお、日新製糖および新光製糖は、統合効

果をより高めるために事業や組織の再編を

進め、将来的には日新製糖、新光製糖、共同

持株会社の早期合併を目指します。 

（略） 

 こうした状況の下、国内の企業基盤を強化

し、両社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的に、

共同持株会社「日新製糖ホールディングス株

式会社」（以下「日新製糖ホールディングス」

といいます。）設立による経営統合を行い事

業や組織の再編を進め、その統合効果の最大

化を図るため、平成25年４月１日をもって、

日新製糖ホールディングスによる日新製糖

及び新光製糖の吸収合併を実施するととも

に、同日付で日新製糖ホールディングスの商

号を「日新製糖株式会社」へと変更いたしま

す。 

 

（２）生産性の向上を示す数値目標 

 変更前 変更後 

（略） 

生産性の向上としては、生産効率の向上に

より設備投資を抑制することにより、平成25

年度には平成23年度に比べて、有形固定資産

回転率を6.3％向上させることを目標としま

す。 

（略） 

（略） 

生産性の向上としては、生産効率の向上に

より設備投資を抑制することにより、平成25

年度には平成23年度に比べて、有形固定資産

回転率を実質的に7.3％向上させることを目

標とします。 

（略） 

 

４．変更後の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 

変更前 変更後 

①中核的事業 

精製糖等の製造、販売 

 

②選定理由 

日新製糖および新光製糖は、ともに多年に

①中核的事業 

精製糖等の製造、販売 

 

②選定理由 

日新製糖および新光製糖は、ともに多年に
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わたり精製糖等の製造・販売を行っており、

さらに、本事業は経営統合後も売上比率や利

益比率から見て新グループの収益の柱であ

り、中核的事業といえます。 

 

③事業再構築に係る事業の内容 

 日新製糖と新光製糖は、平成 23年 10月３

日（予定）をもって、株式移転により共同持

株会社（完全親会社）となる日新製糖ホール

ディングス株式会社（以下「日新製糖ホール

ディングス」といいます）を設立します。 

経営統合により、ブランドの統一、生産効

率向上、危機管理体制強化、コスト削減、研

究・開発力向上などを目指します。 

 

 

 

 

 

（事業の構造の変更：株式移転による持株会

社の設立） 

＜株式移転により設立される会社＞ 

名称：日新製糖ホールディングス株式会社 

（英文名 Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.） 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役会長  竹場 紀生 

代表取締役社長  樋口 洋一 

資本金： 70 億円 

設立日： 平成 23 年 10月３日 

＜株式移転を行う会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円（平成 23 年３月末時点） 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 樋口 洋一 

資本金： 14.95 億円（平成 23 年３月末時点） 

株式移転比率：日新製糖 1、新光製糖 2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたり精製糖等の製造・販売を行っており、

さらに、本事業は経営統合後も売上比率や利

益比率から見て新グループの収益の柱であ

り、中核的事業といえます。 

 

③事業再構築に係る事業の内容 

 日新製糖と新光製糖は、平成23年10月３日

をもって、株式移転により共同持株会社（完

全親会社）となる日新製糖ホールディングス

を設立し、平成25年４月１日付で日新製糖ホ

ールディングスによる日新製糖および新光

製糖の吸収合併を実施したうえで、日新製糖

ホールディングスの商号を「日新製糖株式会

社」へ変更することで、本経営統合の効果の

最大化を図ります。 

 経営統合により、ブランドの統一、生産効

率向上、危機管理体制強化、コスト削減、研

究・開発力向上などを目指します。 

 

（事業の構造の変更：株式移転による持株会

社の設立） 

＜株式移転により設立される会社＞ 

名称：日新製糖ホールディングス株式会社 

（英文名 Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.） 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役会長  竹場 紀生 

代表取締役社長  樋口 洋一 

資本金： 70 億円 

設立日： 平成 23 年 10月３日 

＜株式移転を行う会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円（平成 24年３月末時点） 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 森永 剛司 

資本金： 14.95 億円（平成 24年３月末時点） 

株式移転比率：日新製糖 1、新光製糖 2.27 

 

（事業の構造の変更：吸収合併） 

 

＜吸収合併存続会社＞ 

名称：日新製糖ホールディングス株式会社※ 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者：代表取締役会長 竹場 紀生 

    代表取締役社長 樋口 洋一 

資本金：70億円 
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（略） 

設立日：平成 23年 10月３日 

※ 吸収合併実施後、同日付で、商号を「日

新製糖株式会社」（英文名：Nissin Sugar Co., 

Ltd.）に変更予定 

 

＜吸収合併消滅会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 森永 剛司 

資本金： 14.95 億円 

 

合併効力発生日：平成 25年４月１日 

 

（略） 

  

（２）事業再構築を行う場所の住所 

 変更前 変更後 

日新製糖ホールディングス株式会社 

東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

日新製糖株式会社 

東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

新光製糖株式会社 

大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

 

日新製糖ホールディングス株式会社※ 

東京都中央区日本橋小網町14番１号 

（平成25年４月１日に消滅予定） 

 

（平成25年４月１日に消滅予定） 

 

※平成25年４月１日付で、商号を「日新製糖

株式会社」（英文名：Nissin Sugar Co., Ltd.）

に変更予定 

 

６．変更後の事業再構築に伴う労務に関する事項 

 変更前 変更後 
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数 

（平成 23年３月末時点） 

日新製糖株式会社      126名 

新光製糖株式会社       68名 

 

(2) 事業再構築の終了時期の従業員数 

日新製糖ホールディングス株式会社 0名 

日新製糖株式会社      139名 

新光製糖株式会社       69名 

 

(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 

日新製糖ホールディングス株式会社 0名 

日新製糖株式会社       99名 

新光製糖株式会社       69名 

 

(1) 事業再構築の開始時期の従業員数 

（平成 23年３月末時点） 

日新製糖株式会社      126名 

新光製糖株式会社       68名 

 

(2) 事業再構築の終了時期の従業員数 

日新製糖ホールディングス株式会社※ 201

名 

 

 

(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 

日新製糖ホールディングス株式会社※ 164

名（(2)との差 37名は健康産業事業に従事

する従業員数） 
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(4)  (3)中、新規に採用される従業員数 

19 名 

 

(5)事業再構築に伴い出向または解雇される

従業員数 

出向予定人員数 なし 

転籍予定人員数 なし 

解雇予定人員数 なし 

※平成 25年４月１日付で、商号を「日新製

糖株式会社」（英文名：Nissin Sugar Co., 

Ltd.）に変更予定 

 

(4)  (3)中、新規に採用される従業員数 

17名 

 

(5)事業再構築に伴い出向または解雇される

従業員数 

出向予定人員数 なし 

転籍予定人員数 なし 

解雇予定人員数 なし 
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別表１ 
 事業再構築の措置の内容 
 【変更前】 

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 

株式移転による持株会社の設立 

＜株式移転により設立される会社＞ 

名称： 日新製糖ホールディングス株式会社 

（英文名 Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.） 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役会長  竹場 紀生 

代表取締役社長  樋口 洋一 

資本金： 70 億円 

設立日： 平成 23 年 10月３日 

 

＜株式移転を行う会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円（平成 23 年３月末時点） 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 樋口 洋一 

資本金： 14.95 億円（平成 23 年３月末時点） 

 

株式移転比率：日新製糖 1、新光製糖 2.27 

 

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） 
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【変更後】 

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 

株式移転による持株会社の設立 

＜株式移転により設立される会社＞ 

名称： 日新製糖ホールディングス株式会社 

（英文名 Nissin Sugar Holdings Co., Ltd.） 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役会長  竹場 紀生 

代表取締役社長  樋口 洋一 

資本金： 70 億円 

設立日： 平成 23 年 10月３日 

 

＜株式移転を行う会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円（平成 24 年３月末時点） 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 森永 剛司 

資本金： 14.95 億円（平成 24 年３月末時点） 

 

株式移転比率：日新製糖 1、新光製糖 2.27 

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） 

 

吸収合併による中核的事業

の開始、拡大又は能率の向上 

＜吸収合併存続会社＞ 

名称：日新製糖ホールディングス株式会社※ 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者：代表取締役会長 竹場 紀生 

    代表取締役社長 樋口 洋一 

資本金：70億円 

設立日：平成 23年 10月３日 

※ 吸収合併実施後、同日付で、商号を「日新製糖株式会

社」（英文名：Nissin Sugar Co., Ltd.）に変更予定 

 

＜吸収合併消滅会社＞ 

名称： 日新製糖株式会社 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14番１号 

代表者： 代表取締役社長 住井 昌三 

資本金： 70.04 億円 

 

名称：新光製糖株式会社 

住所：大阪市城東区今福西６丁目８番 19号 

代表者：代表取締役社長 森永 剛司 

資本金： 14.95 億円 

 

合併効力発生日：平成 25年４月１日 
 

租税特別措置法第 80 条

第１項第５号（吸収合併

に伴う不動産の所有権の

移転登記等の税率の軽

減） 

 


