
平成 20 年 11 月 17 日 
 
 

株式会社共立及び新ダイワ工業株式会社の事業再構築計画のポイント 
 

㈱共立及び新ダイワ工業㈱は、株式移転の方法により、平成 20 年 12 月 1 日付

で両社の完全親会社となる共同持株会社「株式会社やまびこ」を設立し、経営統

合を図ります。  

これまで両社がそれぞれに築いてきた開発・製造技術や販売体制などの経営資

源を共有、あるいは集約・補完することにより、屋外作業機械を中心に、機械器

具メーカーグループ全体としてのシナジー効果による生産性の向上を図ります。 

    

 

 

 

 

 

 

【生産性の向上】 

・ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を４．４％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】 

屋外作業機械事業において、両社それぞれの小型エンジン製品の開発・製造技術や

販売ネットワーク等を融合することにより、新製品の開発や原価低減及び売上げの

拡大と効率化を図り、平成 23 年度には新製品の売上高を全売上高の１．２％以上と

する。 

  

【従業員の推移】 

・２，７２５名→２，８２３名（９８名増）（新規採用４５９名） 

・出向７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２０年１２月～平成２３年１１月

㈱共立 新ダイワ工業㈱ 

㈱やまびこ 

（H20.12.1設立） 

株式移転 株式移転 

①株式移転による１００％親会社の設立 

②両社の技術等の融合による新製品の開発・発売等 

（別添１） 



様式第三 
 

認定事業再構築計画の公表 
 
１． 認定した年月日 
平成２０年１１月１７日 
 
２． 認定事業者名 
株式会社共立、新ダイワ工業株式会社 
 
３．認定事業再構築の目標 
 （1）事業再構築に係る事業の目標 

 株式会社共立と新ダイワ工業株式会社は、いずれも全世界のグリーンメンテナンス
を対象とした市場において小型エンジンを搭載した屋外作業機械の製造・販売を主力事業
の一つとしている。両社が属する屋外作業機械業界では、近年、新興国企業の廉価攻勢に
加え、国際的な業界再編が進み、グローバルレベルで競争が激化しており、また市場から
要求されるニーズの多様化に加え、この 10 数年、米国をはじめとする排出ガス規制への技
術的対応を迫られるなど、まさに生き残りをかけた企業間競争の中にある。 
 このような状況の下、両社は昨年 5月 21 日に、それまでの友好関係を礎として、世界で
勝ち抜く魅力的で競争力のある製品造りや商品ラインアップの充実、またそれを可能にす
る革新的な開発・生産体制の構築に向けて業務・資本提携契約を締結し、開発・購買・生
産・物流・販売等の各部門で、提携目的達成に向けて経営資源の相互利用の可能性につい
て多面的に検討を重ね、製品の相互供給や新製品の共同開発など行ってきた。 
 しかしながら、ますます厳しくなる外部環境下で国際市場を睨んだ戦略展開をさらに効
果的かつスピーディに実践し、より一層の企業価値増大を図る必要があることから、株式
移転による持株会社を設立し、経営統合を行うことにより、開発・製造技術や販売体制を
はじめ、両社のあらゆる経営資源を共有あるいは集約、補完することによる経営統合のシ
ナジー効果を図り生産性の向上を図ることを目標とする。 
 

 （2）生産性の向上を示す数値目標 
 平成 23年度には平成19年度に比べて、自己資本当期純利益率（ROE）を 4.4％ポイント
向上させることを目標とする。 

 
４．認定事業再構築の内容 
 （1）事業再構築に係る事業の内容 
  ①中核的事業 
    小型エンジンを搭載した屋外作業機械の製造・販売 
 
  ②選定理由 

 ㈱共立は高い小型エンジン技術を核に日本、米国、中国の生産拠点から生み出す高品
質ブランド「ECHO」製品を国際的な販売ネットワークにより世界中に供給する世界有数
の屋外作業機械メーカーとして成長を続けている。 
 一方、新ダイワ工業㈱は、小型エンジン分野において、世界最高位の排出ガス規制を
クリアする 4サイクルエンジンC4 Technology®の商品化に成功するなど世界的な特許技
術を多数保有する先進メーカーとして、各プロ向けの製品市場における独自のポジショ
ンを築き海外を含めた各市場において販路拡大を続けている。 
 両社にとって共通の主力事業である当事業は継続した収益の柱であり、将来において
も有望な事業であると見込んでいる。また、今回の経営統合により両社が築いてきた特
徴ある開発・製造技術や販売体制をはじめ、両社のあらゆる経営資源を共有あるいは集
約、補完することによりシナジーを追求して、屋外作業機械市場での製品、販売、サー
ビス力の優位性を高めることが可能。 
以上の理由により、売上の拡大、収益の増大が期待できることから当事業を中核的事
業として位置づけることとする。 

（別添２） 



  ③事業再構築に係る事業の内容 
   （事業の構造の変更：株式移転による持株会社設立） 
    株式移転方式により㈱共立および新ダイワ工業㈱は、平成20年 12月 1日付（予定）

で両社の完全親会社となる共同持株会社やまびこを設立する。やまびこは、両社が持つ
優れたノウハウの共有化を進め、各事業会社の営業力強化とグループ全体の企業価値の
向上を図る。 
 
【株式移転により設立される完全親会社】 
名称： 株式会社やまびこ（仮称） 
住所： 東京都青梅市末広町一丁目７番地２（予定） 
代表者：代表取締役会長 浅本 泰（予定） 
    代表取締役社長 北爪 靖彦（予定） 
資本金：6,000百万円（予定） 
設立日：平成20年12月 1日（予定） 
 
【株式移転を行い、完全子会社となる会社】 
名称： 株式会社共立 
住所： 東京都青梅市末広町一丁目７番地２ 
代表者：代表取締役社長 北爪 靖彦 
資本金：5,207百万円 
 
名称： 新ダイワ工業株式会社 
住所： 広島市安佐南区大塚西六丁目２番11号 
代表者：代表取締役社長 浅本 泰 
資本金：3,340百万円 
 
・株式移転比率： ㈱共立 1.23 ： 新ダイワ工業㈱ 1 
 
・株式移転効力発生日：平成20年 12月 1日（予定） 

 
  （事業革新） 
  経営統合による事業革新に関わる戦略と目標は以下のとおり。 

①  チェンソー、刈払機、パワーブロワーなど、小型エンジンを搭載した屋外作業
機械において、高い排出ガス規制対応力等、それぞれ優れた特長を持つ両社のエ
ンジン技術をベースに、共立の強みである高い生産技術力を背景にした高性能、
高品質な新製品の共同開発など、開発・製造技術における両社固有の優れた技術
を共有、融合することにより、開発投資と製品化期間を抑えながら、より多様化
する市場に向け、世界中に拡がる排出ガス規制に対応した新製品を開発、投入し、
商品ラインアップの拡充を図る。 

②  両社が保有する独自の生産施設、製造技術を活用した生産の相互委託や生産拠
点の最適化、および仕入規模の拡大化、資材調達の集中化など、保有資源を有機
的に結合、または共有することにより製品品質と生産性の向上を目指すとともに、
スケールメリットも活かした原価低減を図り、品質や価格面での市場優位性を向
上させ、販売を促進する。 

③  両社が持つ「ECHO」、「shindaiwa」および「KIORITZ」の 3 つのブランド力を最
大限に活かしながら、営業拠点の統廃合を含めた販売体制の構築、合同での販促
企画推進や物流機能の相互利用など、それぞれがこれまで培ってきた特徴ある販
売・物流ネットワークを有効に活用したグローバルなマーケティング戦略を展開
して売上の拡大と効率化を図る。 

 
  以上の事業革新等により、平成 23 年度には新製品の売上高比率を全売上高の 1.2％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  
 
   株式会社やまびこ 
   東京都青梅市末広町一丁目７番地２ 
 
   株式会社共立 
   東京都青梅市末広町一丁目７番地２ 
 
   新ダイワ工業株式会社 
   広島市安佐南区大塚西六丁目２番11号 
 
 （3）関係事業者   
 
 追浜工業株式会社 
 神奈川県横須賀市夏島町１４番２   

 株式会社ニューテック 
 長野県長野市若穂綿内１１３６番地１８ 

 双伸工業株式会社 
 東京都青梅市今井三丁目８番地３  

 エコー産業株式会社   
 東京都青梅市末広町一丁目７番地２   

 北海道共立エコー株式会社 
 北海道札幌市厚別区大谷地東一丁目２番２０号 

 東北共立エコー株式会社 
 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目１番５０号 

 東部共立エコー株式会社 
 東京都青梅市末広町一丁目７番地２   

 中部共立エコー株式会社 
 愛知県清須市西枇杷島町宮前１丁目３９番地 

 西部共立エコー株式会社 
 岡山県岡山市藤田５６６番１５９ 

 九州共立エコー株式会社 
 福岡県大野城市白木原五丁目３番７号 

 エコーレンテックス株式会社 
 東京都青梅市末広町一丁目７番地２   

 ECHO,INCORPORATED. 
 400 Oakwood Road.Lake Zurich,Illinois 60047-1564, U.S.A. 

 GOLDEN EAGLE DISTRIBUTING 
 1251 TINKER ROAD ROCKLIN, California U.S.A. 

 CRARY INDUSTRIES 
 237 12th St NW, West Fargo, North Dakota 58078, U.S.A. 

 共立愛可機械(深圳)有限公司 
 中国広東省深圳市宝安区西郷鎮臣田宝田工業区53棟 
 



   新ダイワエンジニアリング株式会社 
   広島県安芸高田市吉田町吉田字大浜１４８９番地４５ 
 
   新ダイワビジネスサポート株式会社 
   広島県山県郡北広島町新氏神３５番地 
 
   Shindaiwa Inc. 
   11975 S.W. HERMAN ROAD,TUALATIN,OREGON 97062 U.S.A. 
 

Shindaiwa Properties LLC 
11975 S.W. HERMAN ROAD,TUALATIN,OREGON 97062 U.S.A. 

 
新大華機械股份有限公司 
台湾台中縣大雅郷西寶村雅潭路 82號 

 
 （4）事業再構築を実施するための措置の内容 
   別表のとおり 
 
 （5）事業再構築の開始時期及び終了時期 
   開始時期：平成20年 12月 
   終了時期：平成23年 11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 

    ㈱共立              2,020名（平成19年11月末時点） 
    新ダイワ工業㈱           705名（平成20年3月末時点） 
②事業再構築の終了時期の従業員数 

    ㈱やまびこ              10名（平成24年3月末予定） 
    ㈱共立              2,083名（平成24年3月末予定） 
    新ダイワ工業㈱           730名（平成24年3月末予定） 
③事業再構築に充てる予定の従業員数 

    ㈱やまびこ              10名 
    ㈱共立              2,083名 
    新ダイワ工業㈱           730名 
④③中、新規に採用される従業員数 

    ㈱やまびこ              3名 
    ㈱共立               315名 
    新ダイワ工業㈱           141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  ７名（共立からやまびこへ5名、新ダイワ工業からやまびこへ2名
の予定です。） 

    転籍予定人員数  なし 
    解雇予定人員数  なし 
 
 ５．その他 

該当なし。 
 
 



別表 
 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 

 
①株式移転により設立される完全親会社 
名称：株式会社やまびこ（仮称） 
住所：東京都青梅市末広町一丁目７番地２（予定） 
代表者：代表取締役会長 浅本 泰（予定） 
    代表取締役社長 北爪 靖彦（予定） 
資本金：6,000百万円（予定） 
設立日：平成20年12月 1日（予定） 
 
②株式移転を行い、完全子会社となる会社 
名称：株式会社共立 
住所：東京都青梅市末広町一丁目７番地２ 
代表者：代表取締役社長 北爪 靖彦 
資本金：5,207百万円 
 
名称：新ダイワ工業株式会社 
住所：広島市安佐南区大塚西六丁目２番11号 
代表者：代表取締役社長 浅本 泰 
資本金：3,340百万円 
 
③株式移転比率： 共立 1.23 、新ダイワ 1 
 
④株式移転効力発生日：平成20年12月1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） 

事業革新   

 第２条第２項第

２号イ 

共立と新ダイワ工業（以下「両社」という）の小型エ

ンジン製品の開発・製造技術など、それぞれ固有の優

れた技術を共有、融合することにより、開発投資と製

品化期間を抑えながら、より多様化する市場に向けて

新製品を投入し、商品ラインアップの拡充を図る。 
生産施設、製造技術および資材調達ネットワークを有

機的に結合、または共有することにより製品品質と生

産性の向上を目指すとともに、スケールメリットも活

かした原価低減を図り、品質や価格面での市場優位性

を向上させ、販売を促進する。 
両社の販売・物流ネットワークを有効に活用して、売

上の拡大と効率化を図る。 

以上の事業革新等により、新製品の売上高比率を全売

上高の1.2％以上とすることを目標とする。 

 

 

 


