
平成20年 12月 15日 
 
 

株式会社ヤンマー農機東日本等10社の事業再構築計画のポイント 
 

株式会社ヤンマー農機東日本を含む農機販売会社10社は、平成20年 12月 21日

付でヤンマー農機東日本を吸収合併存続会社として、吸収合併の方法によって、1社

に統合するとともに、社名をヤンマー農機販売株式会社に変更します。  

合併により、販売物流のシステム基盤を統一するとともに、システム基盤の見直

しを図り、販売費の低減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生産性の向上】 

・従業員一人当たりの付加価値額を18.3%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】 

・グループ販売物流のシステム基盤の統合・抜本的見直しを図り、商品1台あたりの販

売費を5.1%低減させる。 

 

  

【従業員の推移】 

・3,709名→3,457名（252名減）（新規採用1,103名） 

・出向 0名、転籍0名 

  

【計画の実施期間】 

・平成20年 12月～平成23年 11月 

（別添１） 

株式会社ヤンマー農機東日本 
     ↓ 社名変更 
ヤンマー農機販売株式会社 

吸収合併 

（株）ヤンマー農機 
関東 

（株）ヤンマー農機 
西日本 

（株）ヤンマー農機 
九州 

（株）ヤンマー農機 
四国 

（株）ヤンマー農機 
関西 

（株）ヤンマー農機 
北陸 

（株）ヤンマー農機 
東海 

（株）ヤンマー農機 
甲信 

（株）ヤンマー農機 
新潟 



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 12月 15日 
 
２． 認定事業者名 
株式会社ヤンマー農機東日本、株式会社ヤンマー農機関東、株式会社ヤンマー農機新潟、株式
会社ヤンマー農機甲信、株式会社ヤンマー農機東海、株式会社ヤンマー農機北陸、株式会社ヤン
マー農機関西、株式会社ヤンマー農機四国、株式会社ヤンマー農機西日本および株式会社ヤン
マー農機九州 
 
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 

我が国の農業は、国民への食料の安定供給という重大な使命に加え、地域社会の活力の

維持、国土及び自然環境の保全等の多面的な機能を有している。一方で近年、消費・流通

構造の変化に伴い、存在感を増す外食産業、流通業界のニーズに国産農畜産物が対応しき

れなくなったことによる輸入農畜産物の急速な代替、農業従事者の高齢化、兼業化の進行

とこれに伴う農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加及び更なる流通効率化の必要性等の

問題が顕在化しており、農業機械販売業を取り巻く環境は厳しく、長期的には国内市場の

成長は困難と予測される。このような状況で、将来的な収益性向上のためには、北海道・

沖縄を除く日本全国のヤンマー農機株式会社の農業機械販売子会社10社（以下、“販売子会

社10社”という）は販売効率性を高めるために既存の事業構造を再構築することが急務と

なっている。 

そこで販売子会社10社を1社に統合して一層の経営効率化を図り企業価値の更なる向上に

取り組むことを意思決定した。 

 
 

 （2）生産性の向上を示す数値目標 
生産性の向上としては、平成 22 年度には平成 19 年度に比べて、従業員一人当たりの付

加価値額を18.3%向上させることを目標とする。 
財務内容の健全性としては、平成23年 3月には有利子負債はキャッシュフローの9.2 倍

とすることとしており、平成 22 年度の経常収入は経常支出を上回る（経常収支比率は
102.1％）予定である。 
 

 
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 
    農業機械販売業 
 
  ②選定理由 

上記事業に関連する売上が、今回の事業再構築の中心となる販売子会社10社の売上高
全体のほぼ100%を占めているが、国内農業機械事業の厳しい市場環境の中で経営資源の
集中と事業の効率性の向上が求められているため。 
 

  ③事業再構築に係る事業の内容 
   （事業の構造の変更：販売子会社10社の合併） 

平成 20 年 12 月 21 日、販売子会社 10 社は株式会社ヤンマー農機東日本を吸収合併存

（別添２） 



続会社として、会社法に定める吸収合併の方法によって 1 社に統合する。これによって
販売子会社10社は統合効果によって事業のさらなる効率化を図る。なお、合併存続会社
である株式会社ヤンマー農機東日本は、合併と同時に社名をヤンマー農機販売株式会社
に変更する。 

 
 

〈吸収合併会社〉 
名称：株式会社ヤンマー農機東日本 
住所：宮城県仙台市若林区六丁の目元町 16番 1号 
代表者の氏名：代表取締役 古川正明 
資本金：300百万円 
 

〈吸収合併消滅会社1〉 
名称：株式会社ヤンマー農機関東 
住所：埼玉県熊谷市久下字上分 1243番地 1 
代表者の氏名：代表取締役 原田正孝 
資本金：310百万円 
 

〈吸収合併消滅会社2〉 
名称：株式会社ヤンマー農機新潟 
住所：新潟県新潟市西区山田 222番地 
代表者の氏名：代表取締役 大橋誠一 
資本金：450百万円 
 

〈吸収合併消滅会社3〉 
名称：株式会社ヤンマー農機甲信 
住所：長野県東筑摩郡山形村北野尻 8129-1 
代表者の氏名：代表取締役 原田正孝 
資本金：100百万円 
 

〈吸収合併消滅会社4〉 
名称：株式会社ヤンマー農機東海 
住所：愛知県名古屋市西区市場木町 390番地 
代表者の氏名：代表取締役 渡海 為治 
資本金：300百万円 
 

〈吸収合併消滅会社5〉 
名称：株式会社ヤンマー農機北陸 
住所：石川県白山市福留町 615番地 1 
代表者の氏名：代表取締役 佐々木 清蔵 
資本金：300百万円 
 

〈吸収合併消滅会社6〉 
名称：株式会社ヤンマー農機関西 
住所：滋賀県守山市勝部二丁目 3番 9号 
代表者の氏名：代表取締役 上田 洋 
資本金：300百万円 
 

〈吸収合併消滅会社7〉 
名称：株式会社ヤンマー農機四国 
住所：香川県丸亀市土器町北二丁目 43番地 
代表者の氏名：代表取締役 石井 信雄 



資本金：100百万円 
 

〈吸収合併消滅会社8〉 
名称：株式会社ヤンマー農機西日本 
住所：岡山県倉敷市亀山 622番地 
代表者の氏名：代表取締役 古谷 昭博 
資本金：300百万円 
 

〈吸収合併消滅会社9〉 
名称：株式会社ヤンマー農機九州 
住所：福岡県筑後市大字一条 535番地 2 
代表者の氏名：代表取締役 上田 武光 
資本金：300百万円 

 
 
  （事業革新） 

お客様に価値ある情報をグループ全体で活用できるようにグループ販売物流のシステ
ム基盤(フレームワーク)を統合し、且つ、従来の物販だけでなくサービス・エンジニア
リングにも適したシステム基盤の抜本的な見直しを図り、顧客サービスの向上と業務の
効率化を実現する。 

 
以上の事業革新に係る取組により、計画終了年度には基準年度に比較して商品（新
品）1台あたりの販売費を5.1%低減させることを目標とする。 

 
 （2）事業再構築を行う場所の住所  

 
   宮城県仙台市若林区六丁の目元町16番 1号 

株式会社ヤンマー農機東日本本社 
 
 （3）関係事業者   

該当なし 
 
 （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（平成20年 11月 28日時点） 

    販売子会社10社合計       3,709名 
 
②事業再構築の終了時期の従業員数 

    ヤンマー農機販売株式会社     3,457名 
 
③事業再構築に充てる予定の従業員数 

    ヤンマー農機販売株式会社     3,457名 
 
④③中、新規に採用される従業員数 

    1,103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  0名 
    転籍予定人員数  0名 
    解雇予定人員数  なし 
 
 ５．その他 

該当なし。 
 
 



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実施する時期 期待する措置 
事業構造の変更   

会社合併による中核事業

の開始、拡大又は能率の

向上 

① 合併会社 

名称：株式会社ヤンマー農機東日本 

住所：宮城県仙台市若林区六丁の目元町 16番 1号 
代表者の氏名：代表取締役 古川正明 

資本金：300百万円 

 

② 被合併会社 

〈被合併会社1〉 

名称：株式会社ヤンマー農機関東 

住所：埼玉県熊谷市久下字上分 1243番地 1 
代表者の氏名：代表取締役 原田正孝 

資本金：310百万円 

 

〈被合併会社2〉 

名称：株式会社ヤンマー農機新潟 

住所：新潟県新潟市西区山田 222番地 
代表者の氏名：代表取締役 大橋誠一 

資本金：450百万円 

 

〈被合併会社3〉 

名称：株式会社ヤンマー農機甲信 

住所：長野県東筑摩郡山形村北野尻 8129-1 
代表者の氏名：代表取締役 原田正孝 

資本金：100百万円 

 

〈被合併会社4〉 

名称：株式会社ヤンマー農機東海 

住所：愛知県名古屋市西区市場木町 390番地 
代表者の氏名：代表取締役 渡海 為治 
資本金：300百万円 

 

〈被合併会社5〉 

名称：株式会社ヤンマー農機北陸 

住所：石川県白山市福留町 615番地 1 
代表者の氏名：代表取締役 佐々木 清蔵 
資本金：300百万円 

 

〈被合併会社6〉 

名称：株式会社ヤンマー農機関西 

住所：滋賀県守山市勝部二丁目 3番 9号 
代表者の氏名：代表取締役 上田 洋 

資本金：300百万円 

 

〈被合併会社7〉 

名称：株式会社ヤンマー農機四国 

住所：香川県丸亀市土器町北二丁目 43番地 
代表者の氏名：代表取締役 石井 信雄 

資本金：100百万円 

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

に基づき行う登

記の税率の軽

減） 



措置事項 実施する措置の内容及び実施する時期 期待する措置 
事業構造の変更   

 

〈被合併会社8〉 

名称：株式会社ヤンマー農機西日本 

住所：岡山県倉敷市亀山 622番地 
代表者の氏名：代表取締役 古谷 昭博 

資本金：300百万円 

 

〈被合併会社9〉 

名称：株式会社ヤンマー農機九州 

住所：福岡県筑後市大字一条 535番地 2 
代表者の氏名：代表取締役 上田 武光 

資本金：300百万円 

 

③ 発行する株式を引受ける者 
合併会社及び被合併会社はヤンマー農機株式会社の 100%子会社

のため、合併に際して株式は発行しない 

 

④ 合併予定日 
平成20年12月21日 

 
事業革新   

第 2条第 2項第 2号ハ お客様に価値ある情報をグループ全体で活用できるようにグルー

プ販売物流のシステム基盤（フレームワーク）を統一し、且つ、

従来の物販だけでなくサービス・エンジニアリングにも適したシ

ステム基盤の抜本的な見直しを図り、顧客サービスの向上と業務

の効率化を実現する。 この事業革新に係る取組みにより、計画

終了年度には基準年度に比較して商品（新品）1 台あたりの販売

費を5.1%低減させることを目標とする。 

 

 


