
 

 

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 

    令和４年３月１６日 

 

２．認定事業再編事業者名 

   正和製菓株式会社 

コスモフーズ株式会社 

ショーワホールディングス株式会社 

 

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 

 正和製菓株式会社は、主に国内大手菓子メーカー向けにチョコレート菓子及び焼菓子を、正

和製菓の子会社であるコスモフーズ株式会社は、主に大手コンビニエンスストア向けにチルド

商品（スイーツ）及び焼菓子を製造してきた。この度、持株会社であるショーワホールディング

ス株式会社へ正和製菓株式会社及びコスモフーズ株式会社における不動産部門を会社分割の方

式により承継させる組織再編を実施する。 

これまでは、正和製菓株式会社が親会社としての役割と生産会社としての二つの役割を担っ

てきたが、組織再編後は、ショーワホールディングス株式会社がグループ全体の資金調達を

行い、グループ経営資源の有効活用による企業価値の増大を図ることとし、事業会社となる正

和製菓株式会社及びコスモフーズ株式会社は、事業運営に専念し、これまで以上に環境変化へ

の対応を柔軟かつ迅速に行える体制を構築し、生産量の拡大と品質を向上させる。 

また、新工場の建設や既存工場への新規設備の導入等新たな設備投資を行うとともに、新商

品の開発を行うことにより、国内の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) 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 

 新工場の建設や既存工場への新たな設備投資を行い、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、令和３年５月期から令和６年５月期までに生産能力を 1.29

倍に増加させる。これにより、同時期に、原材料となる国産農産物の調達量を増加させると

ともに、国内の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。 

鶏卵:448トンから608トンに増加 

豆乳・果実ドリンク：0リットルから4,200千リットルに増加 

 

    ② 生産性の向上を示す数値目標 

従業員１人あたり付加価値額を令和３年に比べ、令和６年には７％向上させる。 

 

    ③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

令和６年度において、有利子負債はキャッシュフローの 3.7 倍、経常収支比率は 117.2％と

なる。 

 

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 

        その他飲食料品製造業（菓子製造業） 

 

  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） 



・正和製菓株式会社が保有する第 1、3、6、7 工場、冷菓工場及び正和製菓株式会社が保有し

コスモフーズ株式会社が賃借している入間工場、川島工場を会社分割によりショーワホー

ルディングス株式会社へ承継。 

・会社分割 

＜分割会社＞ 

名称：正和製菓株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：43,500,000 円 

 

名称：コスモフーズ株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：50,000,000 円 

 

＜分割承継会社＞ 

名称：ショーワホールディングス株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：10,000,000 円 

分割予定日：2022 年５月 

 

（事業の方式の変更） 

    工場投資や、資金調達を一括してショーワホールディングス株式会社にて行う。事業会社

である正和製菓株式会社及びコスモフーズ株式会社においては、設備投資や生産方法の改良

に注力し、生産効率の向上を加速させ、会社全体の１時間当たり生産高を 30％向上させる。 

       

 (2) 事業再編を行う場所の住所 

名称 正和製菓株式会社 第 1 工場、第 3 工場、第 6 工場、第 7 工場、冷菓工場 

   住所 三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

    

   名称 コスモフーズ株式会社 入間工場 

   住所 埼玉県入間市狭山ケ原 307 

 

   名称 コスモフーズ株式会社 川島工場 

   住所 埼玉県比企郡川島町かわじま 2-6 

 

   名称 コスモフーズ株式会社 菰野新工場（仮称） 

   住所 三重県三重郡菰野町大字竹成字北砂川 

 

   名称 ショーワホールディングス株式会社【工場集約先】 

   住所 三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

 

 (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：令和４年５月 

終了時期：令和６年６月 

 



６．事業再編に伴う労務に関する事項 

（１）事業再編の開始時期の従業員数（2021 年 7 月初時点） 

正和製菓 165 名 

   コスモフーズ 163 名 

   ショーワホールディングス 0 名 

（２）事業再編の終了時期の従業員数（2024 年 6 月末予定） 

正和製菓 175 名 

 コスモフフーズ 178 名 

   ショーワホールディングス 5 名（正和製菓より転籍）  

（３）事業再編に充てる予定の従業員数 

   正和製菓 175 名 

   コスモフーズ 178 名 

   ショーワホールディングス 5 名 

（４）（３）中、新規採用される従業員数 

   正和製菓 15 名 

   コスモフーズ 15 名   

（５）事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数 

正和製菓 0 名 

   コスモフーズ 0 名 

   ショーワホールディングス 0 名 

 

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 

 

 

 

 

 

分割 

（分割会社） 

名称：正和製菓株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：43,500,000 円 

 

（分割会社） 

名称：コスモフーズ株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：50,000,000 円 

 

（分割承継会社） 

名称：ショーワホールディングス株式会社 

住所：三重県四日市市小古曽東 2-4-61 

代表者氏名：笠井 英毅 

資本金：10,000,000 円 

 

無対価による分割型分割 

分割期日：2022 年５月 

租税特別措置法第

80 条第 4 項第 6 号

（分割による不動

産の取得） 

 

 

移転する各工場の

建屋及び土地に対

して適用 

規則第１条第１項の要件 
 

 

 

 

    

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 

ショーワホールディングス株式会社に既存の

全ての工場の建屋及び敷地を分割により移転さ

せ、正和製菓株式会社及びコスモフーズ株式会

社に賃貸し事業の安定性を確保した上で、新工

場の建屋及び敷地の投資を行っていく。 

具体的には用地選定や建屋の設計、資金調達

方法の決定を迅速に行うと共に、生産を行う正

和製菓株式会社とコスモフーズ株式会社を工場

の賃貸を通じてコントロールし、グループ全体

の遠心力と求心力のバランスを調整する狙いが

ある。 

その上で正和製菓株式会社及びコスモフーズ

株式会社は、生産効率を上げる設備投資やそれ

に付随する新しい生産方式の導入に注力し、そ

れぞれがスピード感を持って取り込むことで収

益性を高めていく。 

新しい生産方式として、具体的にはプラント

ミルクや果肉入りジュース等の紙パック飲料製

造ラインの導入を計画している。 

また、計画の実施に必要な資金のうち借入す

る 45 億円の内訳は、民間金融機関 6 行によるシ

ンジケートローンでの32億円及び日本政策金融

公庫による融資 13 億円を予定している。 

租税特別措置法第

46条の 2（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） 

 

法 25 条第 1項 

（株式会社日本政

策金融公庫による

低利・長期資金の

貸付け） 

 

新設する菰野新工

場(仮称)の建物及

びコスモフーズが

取得する機械に対

して適用 

 


