
様式第三 
 

認定事業再構築計画の内容の公表 

  

１．認定した年月日  平成２０年３月２６日 

  

２．認定事業者名   ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 

  

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 

国内の配合飼料業界は、牛肉の輸入自由化や国内でのＢＳＥの発生に伴うＢＳＥガイ

ドラインの制定により、製造･物流コストの低減の取組みと牛飼料専用製造工程の分離

による新たなコスト対応を求められてきた。 
一方、配合飼料の需要量は、昭和６３年度をピ－クに、平成３年の牛肉の輸入自由化

等輸入畜産物の増加による国内生産の停滞があり、以降減少傾向で推移している。その

なかで系統配合飼料の供給数量は、一時期全国流通量の減少を上回る数量が減少したが、

現在はほぼ横ばいで推移している。 
当社は全国農業協同組合連合会（全農）の子会社であり、全農から配合飼料事業の移

管を受けた、関東･信越地区を供給エリアとする飼料会社である。全農は畜産生産事業

改革の基本方向の１つとして、「配合飼料のコスト低減等による畜産農家の生産支援」

をすすめており、その具体策として、競争力の強化と生産者の多様化・高度化する要望、

消費者の安全・安心に対する要望、新たな規制に対応するため、年間販売数量 200 万ト

ン以上の規模の飼料会社への広域合併による事業の再構築をすすめている。 
当社は東海･北陸･神奈川・山梨を供給エリアとする兄弟会社ジェイエイ東海くみあい

飼料㈱と合併し、合併と同時に増資を行うことにより、①広域供給体制の整備等による

合理化、②農家対応力の強化、③物流合理化、④資本力強化をはかり、「配合飼料のコ

スト低減等による畜産農家の生産支援」をすすめる。 
 

(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 
①生産性の向上としては、平成２２年度には、平成１８年度実績に比べて、従業員
１人当たり付加価値額を約１７％向上させることを目標とする。 
 
②財務内容の健全性としては、平成２３年３月末には有利子負債がキャッシュフロ
ーの３．１倍にすることとし、平成２２年度の経常収入は経常支出を上回る（経常
収支比率１０２．３％）予定である。 

 
４．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 

配合飼料の製造、販売 
 

②選定理由 
当社は、新しい食と農の再生プランへの対応を念頭においた、畜産経営への貢献

と食の安全性に対するニーズ対応を基本に、ア.県経済農業協同組合連合会（経済
連）・全農と連携した畜産生産者に密着した営業活動、イ.ＩＳＯ９００１認証工場
として生産管理を徹底した安心・安全な配合飼料の製造・配送体制、ウ.顧客ニー
ズに応える新商品の開発、エ.効率的な製造・物流体制の取り組み等により、安全・
安心な畜産物生産のための配合飼料を販売する。 

今後とも、配合飼料事業は、当社の収益の柱であることから、当社の中核事業で
ある。 

 
③事業再構築に係る事業の内容 
 当社は、生産者の多様化・高度化する要望、消費者の安心・安全に対する要望に
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応え、年間販売数量２００万トン以上規模の飼料会社へとするため、ジェイエイ東
海くみあい飼料㈱と合併を行う。さらに、工場の集約と飼料の安全性確保を目的と
した設備投資を促進するため、合併時に増資を実施する。 
（事業の構造の変更：会社合併、増資） 
 ・会社合併 
（存続会社） 

名称：ＪＡ東日本くみあい飼料㈱ 
住所：群馬県太田市東新町８１８番地 
代表者の氏名：代表取締役社長 五味渕 明 
資本金：2,199 百万円 

〈消滅会社〉 
  名称：ジェイエイ東海くみあい飼料㈱ 
  住所：愛知県知多市北浜町１６番地 
  代表者の氏名：代表取締役社長 北村 守 
  資本金：1,030 百万円 

  合併予定日：平成２０年４月１日 
 
 ・増資 
   第三者割当を実施する。 

増資額：1,300 百万円（全額資本金へ組み入れ） 
 増資前の資本金 ：3,229 百万円（吸収合併後の資本金） 
 増資後の資本金 ：4,529 百万円 
 増資の方法：第三者割当増資 
 増資予定日：平成２０年４月３０日 

注、割当先は全農を想定しているが、全農の機関決定が平成２０年３月２８日の

予定である。 
 

 
（事業革新） 

牛用新商品のバルキータイプ飼料は顧客の要求に迅速に対応、製造能力の効率化を

めざした複数のサプリメントを組み合わせた飼料である。このサプリメントは様々な

原料を使用した配合および製品加工度の均一化を可能とするため、ダブルペレットシ

ステムで行う。また、製造した製品の搬送及び貯蔵はコンテナボックスを採用するこ

とにより、製品間のコンタミリスクの低減、粉化等の製品劣化を防ぎ製造直後の状態

で出荷することができる。この工場設備で製品の製造を行い、新飼料として販売する

ことを予定している。新飼料の安全性・商品性・小ロット対応・カスタムフィード等

顧客の要求事項へのフレキシブル対応により、平成 22 年度には当該新商品の売上
高を当社の全売上高の４％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  

群馬県太田市東新町８１８番地 
ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社  

 
(3) 関係事業者 

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) 事業再構築の実施時期 

①事業再構築の開始時期及び終了時期 
開始時期：平成２０年４月 
終了時期：平成２３年３月 
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 (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２０年３月末時点） 

ＪＡ東日本くみあい飼料㈱   ３９５名 
ｼﾞｪｲｴｲ東海くみあい飼料㈱   ２０４名 

   
②事業再構築の終了時期の従業員数（平成２３年３月末） 

ＪＡ東日本くみあい飼料㈱   ４９１名 
 

③事業再構築に充てる予定の従業員数 
ＪＡ東日本くみあい飼料㈱    ４９１名 
 

 

④③中、新規に採用される従業員数 
ＪＡ東日本くみあい飼料㈱    ２３６名 
（ｼﾞｪｲｴｲ東海くみあい飼料㈱からの合併受入を含む） 
（内訳） 
ｼﾞｪｲｴｲ東海くみあい飼料㈱からの合併受入 ２０４名 
新規採用                 ３２名 

 
⑤事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数 

なし 

 

(7) その他 
①事業革新設備の導入の目標 

当社の牛用飼料を製造する群馬県高崎市の群馬工場と栃木県小山市の小山工場
の２工場を閉鎖して、群馬県太田市に牛専用の新工場を建設し、２０年５月から製
造生産を開始する。新工場は半製品を他工場から搬入することなく、原料から完成
品までを完結して製造することができる一貫プラント工場である。牛用飼料の安全
性，商品性を重視し、更に小ロット対応でありながら、生産性も考慮した設備とし
てわが国で初めての取り組みとなるプラントである。新工場製品は、当該工場の建
設によって量産が可能となるものであり、当社は新牛用飼料の製造・販売により畜
産生産者への貢献を第一に考え、業界の地位を確固たるものにすることを目指す。 
 
②事業革新設備の内容 
1)設備の概要 
・原料受入設備 

とうもろこし・大麦等の原料を受け入れ、工場内に貯蔵するまでの設備一式で
ある。 

・原料粉砕設備（原料加工） 
受け入れ貯蔵された原料を粉砕して配合用原料として貯蔵するまでの設備一

式である。 
・圧ぺん設備（原料加工） 

受け入れ貯蔵された原料を圧ぺん（フレーク状に加工）し、配合用原料として
貯蔵するまでの設備一式である。 

・配合設備 
受け入れ貯蔵された原料・粉砕した原料・圧ぺんした原料を製品毎に規定され

た割合で計量して混合する設備一式である。 
・ペレット設備（製品加工） 

配合された半製品をペレット（円柱状に加工）にする設備一式である 
・バルキー配合設備 

受け入れ貯蔵された原料・圧ぺん加工した原料・ペレット加工した半製品を、
製品毎に規定された割合で計量して混合する設備一式である。 

・製品出荷設備 
指定されたオーダーに従い製品出荷する設備一式である。 
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・紙袋包装設備 
製品をバルク品ではなく包装品として出荷するための、包装設備一式である。 

・製品搬送設備（共通設備） 
配合設備で混合した製品、ペレット設備でペレット加工した製品、バルキー配

合設備で使用する原料・製品を、銘柄毎に規定された重量でコンテナに充填して
コンテナで工場内を搬送する設備一式である。 

・製品貯蔵設備（共通設備） 
製品を銘柄毎に規定された重量で充填したコンテナを立体自動倉庫に貯蔵す

る設備一式である。 
 
2)設備の革新性 
・上記設備はいずれも当社の蓄積してきた技術・創意工夫・ノウハウと社内プロジ

ェクト・関連メーカーとの共同研究とによって開発した技術を融合させた革新的
な設備である。特に、安全性・商品性・小ロット対応・カスタムフィード等、顧
客の要求事項へのフレキシブル対応ができる「製品搬送設備」「製品貯蔵設備」
とこれに関連する各設備一式内に設置された周辺設備は業界にとって初めてで
あり画期的なものとなる。 

 

③事業革新設備の導入時期 
設備の据付開始時期  ： 平成１９年８月 
設備の試運転開始時期 ： 平成２０年３月 
試作品製造開始時期  ： 平成２０年４月予定 
量産開始       ： 平成２０年５月予定 
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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   

 
合併による中核的事業の開

始、拡大又は能率の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①存続会社 

名称：ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 

住所：群馬県太田市東新町８１８番地 

代表者氏名：代表取締役社長 五味渕 明 

資本金：2,199 百万円 

合併比率：1 

②消滅会社 

名称：ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社 

住所：愛知県知多市北浜町１６番地 

代表者氏名：代表取締役社長 北村 守 

資本金：1,030 百万円 

合併比率：0.989 

③合併方式：吸収合併方式 

④合併予定日：平成 20 年 4 月 1 日 

租税特別措置法第 80 条

第 1 項第 2 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 80 条

第 1 項第５号（認定事業

再構築計画等に基づき行

う不動産所有権の移転登

記等の税率の軽減） 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ＪＡ東日本くみあい飼料㈱における増資 

①増加前資本金：3,229 百万円 

②増加する資本金：1,300 百万円 

③増資の方法：第三者割当増資 

④増資予定日：平成 20 年 4 月 30 日 

租税特別措置法第 80 条

第 1 項 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 2 項第 2 号イ 

 

牛用新商品のバルキータイプ飼料は複数サプリメント

組み合わせによる配合およびコンテナボックス搬送・貯蔵

方式を採用し、安全性・商品性・小ロット対応・カスタム

フィード等、顧客要求事項へのフレキシブルに対応した新

製品の製造・販売により、平成 22 年度には当該新商品の

売上高を当社の全売上高の 4％以上とすることを目標と

する。 

 

租税特別措置法第 44 条

の３（事業革新設備の特

別償却） 

租税特別措置法第 80 条

１項４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）※ただ

し、土地を除く 
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