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認定事業再構築計画の内容の公表 

 

１．認定した日 

  平成１９年３月２０日 

 

２．認定事業者名 

  株式会社ロッテ 

 

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 

株式会社ロッテは菓子・冷菓事業を中心に、子会社を通じて外食事業、健康食品事業、

貿易事業、不動産管理事業、リース事業等、幅広い分野に積極的に展開してきた。しかし

現在、菓子・冷菓業界は、少子高齢化や消費者ニーズの高度化・多様化など厳しい市場環

境に晒されており、もはや市場全体の拡大による成長は困難と予測される。 

そこで、ロッテグループでは新たに中期経営計画『Plan Do 2008』を策定し、そのうち国内

菓子・冷菓事業の収益力強化、健康事業の拡大等を経営戦略として明確化した上で、2008

年度までの 3 ヵ年を事業枠組みの再編を行う期間として位置付けた。 

『Plan Do 2008』で定めた経営戦略の実効性を高める為、株式会社ロッテは分社型分割によ

り純粋持株会社に移行し、菓子・冷菓製造事業会社やその他の子会社を純粋持株会社の

傘下子会社とする。一方子会社は、事業部門を会社分割により別会社化することで、財務

の健全化を図り、より一層のグループ外部との取引拡大や自社事業の成長力アップを目指

す。また純粋持株会社傘下の各事業会社については、事業に経営資源を集中する体制が

実現した後、一層の経営効率化を目指した施策を検討していく。 

純粋持株会社の機能は個別事業経営とは一線を画し、グループ経営戦略の策定、事業

ポートフォリオ再構築、経営資源の再配分等の業務を担い、グループ一体性の維持・全体

最適化の追求と各事業部門の自立的経営の促進により、グループ全体の生産性向上と各

子会社の財務の健全性向上を図る。また純粋持株会社は、グループ全体の活性化やコス

トダウンで新たに生み出されたキャッシュフローを中核事業である菓子事業・健康事業に集

中的に投下することで、グループ全体の競争力強化と持続的な成長を実現する。 

 

（２）生産性および財務の健全性の向上を示す数値目標 

平成 20 年度には平成 17 年度に比べて、従業員一人あたりの付加価値額について 7％

以上の向上を図ることを目標とする。 

  

４．認定事業再構築計画の内容 

（１）事業再構築に係る事業の内容 

①中核的事業  
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菓子事業  健康事業 

 

②選定理由 

                 ロッテグループは、中期経営計画『Plan Do 2008』において、国内菓子・冷菓事業、

海外菓子事業、健康事業を 3本柱として成長戦略を展開していく。 

この中で、菓子・冷菓事業は、グループ全売上高の多くを占め、国内ではグループ成

長原資の創出、海外では新たな市場開拓を担うグループ最大の事業であることから、

今後もグループの成長ドライバーとして国内の厳しい市場環境への対応し、海外大手

食品メーカーとの競争に打ち勝つ為、技術革新、商品開発力強化、利益体質強化が不

可欠な事業である。 

健康分野は、消費者の健康志向の高まりにより最も有望視される成長市場であり、

ロッテグループは 2006 年 4 月にグループ内の健康関連事業をロッテ健康産業株式会

社に統合して事業拡大に注力している。今後、グループ事業の 3 本柱の一つとして成

長させるには、純粋持株会社が中心となってグループ経営資源を健康事業に集中投下

し、安心安全な健康食品・健康雑貨を広く消費者に提供していく必要がある。 

 

③事業再構築に係る事業の内容 

 

（事業の構造の変更） 

   

１． 増資及び合併など 

以下の会社分割の実施に先立ち、事業部門と資産管理部門の双方を有する株

式会社ロッテ及びロッテ商事株式会社の子会社各社の資本を適正な金額とするた

めの増資を実施する。 

具体的には、平成１９年３月３０日、子会社各社（存続会社）と、株式会社ロッテ

の第三者割当増資によって十分な資本を有する各資本準備会社（消滅会社）との

間での合併などを実施する。 

   

２． 会社分割など 

事業部門と資産管理部門を峻別するため、さらには一部の資産管理を一元化す 

るため、平成１９年４月１日、ロッテ商事株式会社、ロッテ冷菓株式会社、ロッテ物

流株式会社、日本食品販売株式会社、株式会社ロッテ・アド、株式会社ロッテリー

ス、ロッテ健康産業株式会社、ロッテデータセンター株式会社、ロッテ不動産株式

会社、ロッテリアホールディングス株式会社の各社による、各分割準備会社などに

対する吸収分割などを実施する。 

また、純粋持株会社体制に移行する為、平成１９年４月１日、株式会社ロッテは 

株式会社ロッテ分割準備会社に対して、吸収分割を実施する。 
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（事業革新） 

純粋持株会社は、グループの全体最適と傘下子会社の自立的経営を促すことで、

グループ全体のキャッシュフロー創出力を高め、グループの経営資源を中核事業であ

る菓子事業と健康事業に集中投下する。 

菓子事業では、従来のガムに健康素材や新機能を加え、全く新しいガムの消費シー

ンを訴求した新商品を開発し、ガム市場の一層の活性化を図る。また新素材・新技術

を活用した、全く新しいコンセプトの商品による新市場の創造にも取組む。 

健康事業では、食品メーカーとして培ってきた技術力を活用して、機能面、安全性に

優れるだけでなく、「おいしさ」もしっかりと訴求した健康食品を開発し、全く新しい商品

コンセプトを消費者に提供することで、他社との差別化を図る。 

上記の新商品売上高の合計は、平成 20 年度のグループ中核事業売上高に対して、

１％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 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

株式会社ロッテ本社 

 

下記関係事業者本店所在地 

 

（３） 関係事業者 

株式会社ロッテホールディングス（現在の株式会社ロッテ） 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社 L第 2 投資会社(現在のロッテ商事株式会社) 

東京都渋谷区初台 2-25-31 

 

ロッテ商事株式会社 

東京都渋谷区初台 2-25-31 

 

ロッテ冷菓株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテ物流株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

日本食品販売株式会社 
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東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ・アド 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテリース 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテ健康産業株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテデータセンター株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテ不動産株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテ物産株式会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

ロッテリアホールディングス株式会社 

東京都渋谷区笹塚 1-6-48 

 

株式会社ロッテ分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ商事分割準備会社 

東京都渋谷区初台 2-25-31 

 

株式会社ロッテ冷菓分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ物流分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 
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株式会社日本食品販売分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテアド分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテリース分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテデータセンター分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ健康産業分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ不動産分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社ロッテ物産分割準備会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第１投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第３投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第４投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第６投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第７投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 
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株式会社Ｌ第８投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第９投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第１０投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第１１投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

株式会社Ｌ第１２投資会社 

東京都新宿区西新宿 3-20-1 

 

（４） 事業再構築を実施するための措置の内容 

別表の通り 

 

（５）事業再構築の開始時期及び終了時期 

開始時期：平成 19 年 3 月 

終了時期：平成 21 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 

㈱ロッテ        1,452 名 

関係事業者（２３社）    1,035 名 

 

②事業再構築の終了時の従業員数 

㈱ロッテ         1,411 名 

関係事業者（２３社）    1,031 名 

 

③事業再構築に充てる予定の従業員数 

㈱ロッテ         1,411 名 

関係事業者（２３社）    1,031 名 

 

④③中、新規に採用される従業員数 
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304 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    150 人 

転籍予定人人数    57 人 

解雇予定人員数   なし 

 

(７) その他 

   該当なし 

 



別表 

 

事業再構築の措置の内容 

グループⅠ 

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   

 資本の相当程度の増加による中核的

事業の開始、拡大又は能率の向上 

以下の会社は、それぞれ以下の内容で、平成19年3月29日を増資

予定日とし、株式会社ロッテに対し第三者割当増資を行う。 

 

(ⅰ) 会社名：株式会社 L第 3 投資会社 

①増加する資本金：6,500百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成19年3月29日 

 

(ⅱ) 会社名：株式会社 L第 4 投資会社 

①増加する資本金：6,900 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成19年3月29日 

 

(ⅲ) 会社名：株式会社 L第 6 投資会社 

①増加する資本金：3,150百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成19年3月29日 

 

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)

 合併による中核的事業の開始、拡大

又は能率の向上 

 各吸収合併の効力発生日は平成19年3月30日とし、全ての増資の

効力発生を停止条件として、全ての吸収合併は同時にその効力を発

生する。 

 

(ⅰ)（存続会社） 

社名：ロッテ冷菓株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社L第3投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 
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代表者：濱本 英輔 

資本金：6,500百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：ロッテ冷菓株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅱ)（存続会社） 

社名：ロッテ物流株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社L第4投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：6,900百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：ロッテ物流株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10百万円 

 

(合併期日)：平成19年3月30日 

 

(ⅲ)（存続会社） 

社名：日本食品販売株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10百万円 

 

（消滅会社） 
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社名：株式会社L第6投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：3,150百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：日本食品販売株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10百万円 

 

(合併期日)：平成19年3月30日 

 

 会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

 

吸収分割① 

 以下の吸収分割によって、各会社の保有する全ての事業を分社化

する。各吸収分割の効力発生日は平成 19 年 4 月 1 日とし、全ての

吸収合併の効力発生を停止条件として、当該全ての吸収合併の効力

発生の直後に、全ての他の吸収分割①の効力発生と同時に、その効

力を生じる。 

 

(ⅰ)①分割会社 

社名：ロッテ冷菓株式会社(当該分割の効力発生と同時 

「株式会社 L第 3投資会社」と商号変更)  

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ冷菓分割準備会社(当該分割の効力発

生と同時に、「ロッテ冷菓株式会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：20 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ冷菓株式会社

（但し、分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該株

式を株式会社ロッテ及びロッテ商事株式会社に現物配当する

こととなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

租税特別措置法第80条第1項第

3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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(ⅱ)①分割会社 

社名：ロッテ物流株式会社(当該分割の効力発生と同時に、

「株式会社 L第 4投資会社」と商号変更)  

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ物流分割準備会社(当該分割の効力発

生と同時に、「ロッテ物流株式会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

分割後の資本金：10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ物流株式会社

（但し、分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該株

式を株式会社ロッテ及びロッテ商事株式会社に現物配当する

こととなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅲ)①分割会社 

社名：日本食品販売株式会社(当該分割の効力発生と同時

に、「株式会社 L第 6投資会社」と商号変更)  

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社日本食品販売分割準備会社(当該分割の効力

発生と同時に、「日本食品販売株式会社」と商号変

更) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

分割後の資本金：10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社日本食品販

売（但し、分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該

株式を株式会社ロッテ及びロッテ商事株式会社に現物配当す

ることとなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 
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 会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

 

吸収分割② 

ロッテ商事株式会社による菓子販売事業など全事業の吸収分割。 

本吸収分割の効力発生日は平成19年4月1日とし、吸収分割①の効力

発生を停止条件として、当該吸収分割①の効力発生の直後に、その

効力を生じる。 

 

①分割会社 

社名：ロッテ商事株式会社(当該分割の効力発生と同時に、

「株式会社 L第 2投資会社」と商号変更) 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

 ②承継会社 

社名：株式会社ロッテ商事分割準備会社(当該分割の効力発生

と同時に、「ロッテ商事株式会社」と商号変更) 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：20 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ商事株式会社（但

し、分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該株式を株式

会社ロッテに現物配当することとなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

租税特別措置法第80条第1項第

3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)

 

租税特別措置法第81条第9項(

会社分割に伴う不動産の所有

権の移転登記等の税率の軽減)

 株式交換による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

 全事業分割後の資産のみ保有する各会社につき、資産管理会社グ

ループとしてロッテ商事株式会社(商号変更後「株式会社L第2投資

会社」)の傘下にまとめるため、以下の株式交換を行なう。各株式

交換の効力発生日は平成19年4月1日とし、吸収分割②の効力発生を

停止条件として、当該吸収分割②の効力発生の直後に、全ての他の

株式交換の効力発生と同時に、その効力を生じる。 

 

(ⅰ)（完全親会社となる会社） 

社名：ロッテ商事株式会社(商号変更後、「株式会社L第2投

資会社」) 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（完全子会社となる会社） 

 



 - 6 -

社名：ロッテ冷菓株式会社(商号変更後、「株式会社L第3投

資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年4月1日 

 

(ⅱ)（完全親会社となる会社） 

社名：ロッテ商事株式会社(商号変更後、「株式会社L第2投

資会社」) 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（完全子会社となる会社） 

社名：ロッテ物流株式会社(商号変更後、「株式会社L第4

投資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：20百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年4月1日 

 

(ⅲ)（完全親会社となる会社） 

社名：ロッテ商事株式会社(商号変更後、「株式会社L第2投

資会社」) 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

 

（完全子会社となる会社） 

社名：日本食品販売株式会社(商号変更後、「株式会社L第6

投資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 宏之 

資本金：10 百万円 

（株式交換期日）：平成19年4月1日 
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 会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

吸収分割③ 

 株式会社ロッテ(下記の吸収分割④後、「株式会社ロッテホール

ディングス」に商号を変更)を完全親会社とする持株会社体制を構

築するため、株式会社ロッテ商事分割準備会社(商号変更後「ロッ

テ商事株式会社」)の有価証券の投資、保有ならびに運用に関する

事業を分社化する。以下の会社分割を行なう。吸収分割の効力発生

日は平成 19 年 4 月 1 日とし、5.に記載される全ての株式交換の効

力発生を停止条件とし、当該株式交換の効力発生の直後に、その効

力を生じる。なお、吸収分割による対価として発行される承継会社

の株式は、剰余金の配当として分割会社の株主に交付されるものと

する。 

①分割会社 

社名：株式会社ロッテ商事分割準備会社（商号変更後、ロッ

テ商事株式会社） 

住所：東京都渋谷区初台2-25-31 

代表者：重光 武雄 

資本金：20百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：217百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ商事株式会社（商

号変更後、「株式会社L第2投資会社」。但し、分割型吸収分割の

ため、分割契約書に従って当該株式を株式会社ロッテに現物配当

することとなる） 

④分割期日：平成19年4月1日 

 

 

 会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

吸収分割④ 

 全ての事業会社を純粋持株会社の傘下におくべく、以下に記述す

る会社分割によりロッテ株式会社における事業を株式会社ロッテ分

割準備会社に承継する。吸収分割の効力発生日は平成19年4月1日と

し、当該分割は吸収分割③の効力発生を停止条件としてその効力を

生じるものとする。 

 

①分割会社 

社名：株式会社ロッテ(当該分割の効力発生と同時に、｢株式

会社ロッテホールディングス｣と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

租税特別措置法第80条第1項第

3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)

 

租税特別措置法第81条第9項(

会社分割に伴う不動産の所有

権の移転登記等の税率の軽減)
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代表者：重光 武雄 

資本金：217百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ分割準備会社(当該分割の効力発生と

同時に、｢株式会社ロッテ｣と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：100百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ(当該分 

割の効力発生と同時に、｢株式会社ロッテホールディングス｣と商 

号変更) 

④分割期日：平成19年4月1日 
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グループⅡ 

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   

 資本の相当程度の増加による中核的

事業の開始、拡大又は能率の向上 

 

 以下の会社は、それぞれ以下の内容で株式会社ロッテに対し

第三者割当増資を行う。 

 

(ⅰ) 会社名：株式会社 L第 1 投資会社 

①増加する資本金：5,500 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅱ) 会社名：株式会社 L第 7 投資会社 

①増加する資本金：6,300 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅲ) 会社名：株式会社 L第 8 投資会社 

①増加する資本金：4,250 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅳ) 会社名：株式会社 L第 9 投資会社 

①増加する資本金：6,400 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅴ) 会社名：株式会社 L第 10 投資会社 

①増加する資本金：3,450 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅵ) 会社名：株式会社 L第 11 投資会社 

①増加する資本金：3,100 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

(ⅶ) 会社名：株式会社 L第 12 投資会社 

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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①増加する資本金：4,550 百万円 

②増資の方法：株式会社ロッテに対する第三者割当増資 

③増資の時期：平成 19 年 3 月 29 日 

 

 株式交換による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

 以下の会社をそれぞれ完全親会社、完全子会社とする、株式

交換を行う。各株式交換の効力発生日は平成 19 年 3 月 30 日と

し、全ての増資の効力発生を停止条件とし、全ての他の株式交

換の効力発生と同時に、その効力を生じる。 

 

(ⅰ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 1投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：5,500 百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅱ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 7投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：6,300 百万円 

 

     （株式交換期日）：平成19年3月30日 
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(ⅲ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 8投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：4,250 百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅳ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 9投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：6,400 百万円 

 

    （株式交換期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅴ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 10 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 
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代表者：濱本 英輔 

資本金：3,450 百万円 

 

    （株式交換期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅵ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 11 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：3,100 百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅶ)（完全親会社） 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（完全子会社） 

社名：株式会社 L第 12 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：4,550 百万円 

 

（株式交換期日）：平成19年3月30日 

 合併による中核的事業の開始、拡大

又は能率の向上 

 以下の会社を存続会社及び消滅会社とする、吸収合併を行

う。各吸収合併の効力発生日は平成 19 年 3 月 30 日とし、全て

の株式交換の効力発生（吸収合併(ⅲ)については株式会社ロッ

テストラテジックインベストメントが保有する全ての株式会社 L

第 9 投資会社の株式の株式会社ロッテリースに対する譲渡の効
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力発生）を停止条件として、当該全ての株式交換の効力発生(

（吸収合併(ⅲ)については上記の株式譲渡の効力発生）の直後

に、全ての他の合併の効力発生と同時に、その効力を生じる。 

 

(ⅰ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテ・アド 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 7投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：6,300 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：株式会社ロッテ・アド 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

 

(合併期日)：平成19年3月30日 

 

(ⅱ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテリース 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 8投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：4,250 百万円 

 

(合併後の存続会社) 
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社名：株式会社ロッテリース 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

 

(合併期日)：平成19年3月30日 

 

(ⅲ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテデータセンター 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：30 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 9投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：6,400 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：株式会社ロッテデータセンター 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：30 百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅳ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテ不動産 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：80 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 10 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 
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資本金：3,450 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：株式会社ロッテ不動産 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：80 百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅴ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテ物産 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：240 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 11 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：3,100 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：株式会社ロッテ物産 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：240 百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅵ)（存続会社） 

社名：株式会社ロッテリアホールディングス 

住所：東京都渋谷区笹塚 1-64-8 

代表者：重光 武雄 

資本金：5,925 百万円 

 

（消滅会社） 
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社名：株式会社 L第 12 投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：4,550 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：株式会社ロッテリアホールディングス 

住所：東京都渋谷区笹塚 1-64-8 

代表者：重光 武雄 

資本金：5,925 百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

(ⅶ)（存続会社） 

社名：ロッテ健康産業株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金： 25 百万円 

 

（消滅会社） 

社名：株式会社 L第 1投資会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：濱本 英輔 

資本金：5,500 百万円 

 

(合併後の存続会社) 

社名：ロッテ健康産業株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金： 25 百万円 

 

（合併期日）：平成19年3月30日 

 

 

 

 

 

会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

吸収分割① 

 

 以下の吸収分割によって、各会社の事業を分社化する。各吸

収分割の効力発生日は平成 19 年 4 月 1 日とし、全ての合併の効

力発生を停止条件として、当該全ての合併の効力発生の直後

に、全ての他の吸収分割①の効力発生と同時に、その効力を生

租税特別措置法第80条第1項第

3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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じる。 

 

(ⅰ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテ・アド(当該分割の効力発生と同時

に、「株式会社 L第 7投資会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテアド分割準備会社(当該分割の効力

発生と同時に、「株式会社ロッテ・アド」と商号

変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：20 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッ 

テ・アド(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 L第 7 

投資会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅱ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテリース(当該分割の効力発生と同時

に、「株式会社 L第 8投資会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテリース分割準備会社(当該分割の効

力発生と同時に、「株式会社ロッテリース」と商

号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金： 10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ 

リース(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 L第 8 投 

資会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

租税特別措置法第81条第9項(

会社分割に伴う不動産の所有

権の移転登記等の税率の軽減)
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(ⅲ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテデータセンター(当該分割の効力発

生と同時に、「株式会社 L 第 9 投資会社」と商号

変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：30 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテデータセンター分割準備会社(当該

分割の効力発生と同時に、「株式会社ロッテデー

タセンター」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：30 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ 

データセンター(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 

L 第 9 投資会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅳ)①分割会社 

社名：ロッテ健康産業株式会社(当該分割の効力発生と同

時に、「株式会社 L第 1 投資会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金： 25 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ健康産業分割準備会社(当該分割の

効力発生と同時に、「ロッテ健康産業株式会社」

と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

分割後の資本金：25 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ健康産業株 

式会社(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 L第 1 投 

資会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 
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(ⅴ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテ不動産(当該分割の効力発生と同時

に、「株式会社 L第 10 投資会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：80 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ不動産分割準備会社(当該分割の効

力発生と同時に、「株式会社ロッテ不動産」と商

号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光武雄 

分割後の資本金：80 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ不 

動産(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 L第 10 投資 

会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅵ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテ物産(当該分割の効力発生と同時

に、「株式会社 L第 11 投資会社」と商号変更) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：240 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテ物産分割準備会社(当該分割の効力

発生と同時に、「株式会社ロッテ物産」と商号変

更） 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光武雄 

分割後の資本金：20 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ物

産(当該分割の効力発生と同時に、「株式会社 L 第

11 投資会社」と商号変更) 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 
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会社分割による中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

吸収分割② 

以下の吸収分割によって、各会社の保有する有価証券の投

資、保有ならびに運用に関する事業を株式会社ロッテストラテ

ジックインベストメントに集約する。各吸収分割は、その効力

発生日を平成 19 年 4 月 1 日とし、全ての吸収分割①の効力発生

を停止条件とし、当該全ての吸収分割①の効力発生の直後に、

その他の吸収分割②の効力発生と同時に、その効力を生じるも

のとする。 

 

(ⅰ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテ・アド(商号変更後「株式会社 L 第

7投資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：20 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテ・アド(商

号変更後「株式会社 L 第 7 投資会社」。但し、分割型吸

収分割のため、分割契約書に従って当該株式を株式会社

ロッテストラテジックインベストメントに現物配当する

こととなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅱ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテリース(商号変更後「株式会社 L 第

8投資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 
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③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ

リース(商号変更後「株式会社 L 第 8 投資会社」。但し、

分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該株式を

株式会社ロッテストラテジックインベストメントに現物

配当することとなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅲ)①分割会社 

社名：株式会社ロッテ不動産(商号変更後「株式会社 L 第

10 投資会社」) 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：80 百万円 

①承継会社 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：株式会社ロッテ不

動産(商号変更後「株式会社 L 第 10 投資会社」。但し、

分割型吸収分割のため、分割契約書に従って当該株式を

株式会社ロッテストラテジックインベストメントに現物

配当することとなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

(ⅳ)①分割会社 

社名：ロッテリアホールディングス株式会社 

住所：東京都渋谷区笹塚 1-64-8 

代表者：重光 武雄 

資本金：5,925 百万円 

②承継会社 

社名：株式会社ロッテストラテジックインベストメント 

住所：東京都新宿区西新宿 3-20-1 

代表者：重光 武雄 

資本金：10 百万円 

③分割により発行する株式を引受ける者：ロッテリアホール

ディングス株式会社(但し、分割型吸収分割のため、分割
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契約書に従って当該株式を株式会社ロッテストラテジッ

クインベストメントに現物配当することとなる） 

④分割期日：平成 19 年 4 月 1 日 

 

事業革新   

 

 

第 2 条第 2項第 2号イ ①健康素材や新機能を加え、全く新しいガムの消費シーンを訴

求した新ガムの製造販売、②新素材・新技術を活用した食品及

び③「おいしさ」もしっかりと訴求した健康食品の販売を開始

し、平成 20 年度において当該商品の売上高を、中核事業売上

高全体の１%以上とする。 

 

 


