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様式第六 

 

変更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９月１９日 
 
２．変更認定事業者名 

松本電気鉄道株式会社、アルピコハイランドバス株式会社、 
諏訪バス株式会社、川中島バス株式会社、株式会社ホテル翔峰、 
東洋観光事業株式会社、株式会社アップルランド 

 
３．変更後の認定事業再構築計画の目標 

変更なし。なお、認定計画における生産性の向上としては、平成 22 年度には平成

18 年度に比べて、自己資本当期純利益率（ROE）を 5.5％ポイント向上させること

を目標としている。 
 

４．変更後の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 

③事業再構築に係る事業の内容 

変更前 変更後 

（前略） 

 

（新設） 

 

（前略） 

 

（事業の構造の変更：合併による中核的事業の拡

大又は能率の向上） 

松本電気鉄道株式会社は、アルピコハイランド

バス株式会社、諏訪バス株式会社、川中島バス株

式会社の株式をアルピコホールディングス株式

会社から譲り受け、松本電気鉄道株式会社のもと

でバス事業を経営の一体化を実現する。さらに、

松本電気鉄道株式会社はアルピコハイランドバ

ス株式会社を吸収合併する。 

【存続会社】 

名称：松本電気鉄道株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1号 

代表者：代表取締役社長 堀籠 義雄 

資本金：41 億円 

合併比率： 100％親子会社間の合併となるため対

価の割当は行わない。 

 

【消滅会社】 

名称：アルピコハイランドバス株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1号 

代表者：代表取締役 清水 清成 

資本金：2億 6750 万円 

合併比率： 100％親子会社間の合併となるため対

価の割当は行わない。 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：松本電気鉄道株式会社 
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住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1号 

代表者：代表取締役社長 堀籠 義雄（予定） 

資本金：43 億 6750 万円 

実施時期：未定 

 

（事業の構造の変更：合併による中核的事業の拡

大又は能率の向上） 

 小売事業の経営の合理化を図るため、株式会社

アップルランドは広丘ショッピングタウン株式

会社と合併する。 

【存続会社】 

名称：株式会社アップルランド 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 小磯 恵司 

資本金：2億 4000 万円 

合併比率：5,101,820 分の 1 

 

【消滅会社】 

名称：広丘ショッピングタウン株式会社 

住所：長野県塩尻市大字広丘野村 1688 番地 1 

代表者：代表取締役社長 川窪 邦文 

資本金：2億 5509 万 1000 円 

合併比率：1 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：株式会社アップルランド 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 小磯 恵司（予定） 

資本金：4億 9509 万 1000 円 

実施時期：未定 

 

（事業の構造の変更：合併による中核的事業の拡

大又は能率の向上） 

ホテル事業の経営を一体化するため、東洋観光

事業株式会社は株式会社ホテル翔峰及び株式会

社諏訪湖ロイヤルホテルと合併する。 

【存続会社】 

名称：東洋観光事業株式会社 

住所：長野県茅野市北山 4035 番地 170 

代表者：代表取締役社長 太田 芳明 

資本金：9440 万円 

合併比率：96,233 

 

【消滅会社①】 

名称：株式会社ホテル翔峰 

住所：長野県松本市大字里山辺 527 番地 

代表者：代表取締役社長 上條 潔 

資本金：9800 万円 

合併比率：1 

 

【消滅会社②】 

名称：株式会社諏訪湖ロイヤルホテル 
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住所：長野県諏訪市湖岸通り 3丁目 2番 2号 

代表者：代表取締役社長 上條 潔 

資本金：3060 万円 

合併比率：対価の割当は無い 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：東洋観光事業株式会社 

住所：長野県茅野市北山 4035 番地 170 

代表者：未定 

資本金：9440 万円 

実施時期：平成 20 年 10 月 1 日（予定） 

 

（事業の構造の変更：合併による中核的事業の拡

大又は能率の向上） 

 グループ内のシステム運営を合理化するため、

株式会社アマックはアルピコエージェンシー株

式会社と合併する。 

【存続会社】 

名称：株式会社アマック 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳 

資本金：2000 万円 

合併比率：0.03 

 

【消滅会社】 

名称：アルピコエージェンシー株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1号 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳 

資本金：1800 万円 

合併比率：1 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：株式会社アマック 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳（予定） 

資本金：3800 万円 

実施時期：平成 20 年 10 月 1 日（予定） 

 

（後略） 
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別表 

【変更前】 

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 

【松本電気鉄道株式会社の減資・増資】 
①減資前の資本金：4 億 3200 万円 
②資本金の減少：3 億 3200 万円 
③増加前資本金：1 億円（減資後の資本金） 
④増加する資本金：40 億円（資本準備金：40 億円） 
⑤増資の方法：株式会社八十二銀行によるデット・エクイ

ティ・スワップ（債権の現物出資）30 億円、

株式会社八十二銀行（同社のグループ会社

を含む。）に対する第三者割当増資 25億円、

株式会社リサ・パートナーズ（同社の関係

会社・ファンド等を含む。）に対する第三

者割当増資 25 億円 
⑥減資及び増資の実施日：平成 20 年 4 月下旬（予定） 
 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画等

に基づき行う登記の税率

の軽減） 

 
株式移転による中核的事業

の開始、拡大又は能率の向上 

【株式移転により設立される会社】 

名称：アルピコホールディングス株式会社（仮称） 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号（予定） 

代表者：堀籠義雄（予定） 

資本金：5 億円（予定） 

 

【株式移転をする会社】 

名称：松本電気鉄道株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：堀籠義雄（予定） 

資本金：41 億円（上記減資及び増資実施後） 

株式移転期日：平成 20 年 5 月 1日（予定） 

株式移転比率：1:1 

 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画等

に基づき行う登記の税率

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 

【株式交換により完全親会社となる会社】 

名称：アルピコホールディングス株式会社（仮称） 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号（予定） 

代表者：堀籠義雄（予定） 

資本金：5 億円（予定） 

 

【株式交換により完全子会社となる会社】 

名称：松本運送株式会社 

住所：長野県松本市双葉 13 番 8号 

代表者：大久保 宗三 

資本金：1750 万円 

 

名称：アルピコ通商株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：宮下 正志 

資本金：5000 万円 

 

名称：アルピコタクシー茅野株式会社 

住所：長野県茅野市塚原 2丁目 2 番 11 号 

代表者：小林 博明 
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資本金：1000 万円 

 

名称：アルピコタクシー諏訪株式会社 

住所：長野県岡谷市本町 1丁目 1 番 5 号 

代表者：小林 博明 

資本金：1000 万円 

 

株式交換期日：平成 20 年 7 月 1日（予定） 

株式交換比率：未定 

 

なお、本株式交換における資本金の増加はない。 

事業革新   

 
第 2 条第 2項第 2 号ハ （略） 

 

 

 

 

【変更後】 

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 

（略） （略） 

 
株式移転による中核的事業

の開始、拡大又は能率の向上 

（略） 

 

（略） 

 
株式交換による中核的事業

の開始、拡大又は能率の向上 

（略） （略） 

 
合併による中核的事業の開

始、拡大又は能率の向上 

 松本電気鉄道株式会社とアルピコハイランドバス株式

会社は、バス事業の一体化を図るために合併を行う。 

【存続会社】 

名称：松本電気鉄道株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：代表取締役社長 堀籠 義雄 

資本金：41 億円 

合併比率：100％親子会社間の合併となるため対価の割当

は行わない。 

 

【消滅会社】 

名称：アルピコハイランドバス株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：代表取締役 清水 清成 

資本金：2 億 6750 万円 

合併比率：100％親子会社間の合併となるため対価の割当

は行わない。 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：松本電気鉄道株式会社 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画に

基づき行う登記の税率の

軽減） 
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住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：代表取締役社長 堀籠 義雄（予定） 

資本金：43 億 6750 万円 

実施時期：未定 

合併による不動産の移転がある。 

 

 
合併による中核的事業の開

始、拡大又は能率の向上 

 株式会社アップルランドと広丘ショッピングタウン株

式会社は、小売事業の一体化を図るために合併を行う。 

【存続会社】 

名称：株式会社アップルランド 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役 小磯 恵司 

資本金：2 億 4000 万円 

合併比率：5,101,820 分の 1 

 

【消滅会社】 

名称：広丘ショッピングタウン株式会社 

住所：長野県塩尻市大字広丘野村 1688 番地 1 

代表者：代表取締役社長 川窪邦文 

資本金：2 億 5509 万 1000 円 

合併比率：1.0 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：株式会社アップルランド 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 小磯 恵司（予定） 

資本金：4 億 9509 万 1000 円 

実施時期：未定 

合併による不動産の移転がある。 

 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画に

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 

 東洋観光事業株式会社と株式会社ホテル翔峰及び株式

会社諏訪湖ロイヤルホテルは、ホテル事業の一体化を図る

ために合併を行う。 

【存続会社】 

名称：東洋観光事業株式会社 

住所：長野県茅野市北山 4035 番地 170 

代表者：代表取締役社長 太田 芳明 

資本金：9440 万円 

合併比率：96233.0 

 

【消滅会社①】 

名称：株式会社ホテル翔峰 

住所：長野県松本市大字里山辺 527 番地 

代表者：代表取締役社長 上條 潔 

資本金：9800 万円 

合併比率：1.0 

 

【消滅会社②】 

名称：株式会社諏訪湖ロイヤルホテル 

住所：長野県諏訪市湖岸通り 3丁目 2 番 2号 

代表者：代表取締役社長 上條 潔 

資本金：3060 万円 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画に

基づき行う登記の税率の

軽減） 
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合併比率：対価の割当を行わない 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：東洋観光事業株式会社 

住所：長野県茅野市北山 4035 番地 170 

代表者：未定 

資本金：9440 万円 

実施時期：平成 20 年 10 月 1日（予定） 

合併による不動産の移転がある。 

 

 
合併による中核的事業の開

始、拡大又は能率の向上 

 株式会社アマックと広丘アルピコエージェンシー株式

会社は、システム運営の合理化を図るために合併を行う。 

【存続会社】 

名称：株式会社アマック 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳 

資本金：2000 万円 

合併比率：0.03 

 

【消滅会社】 

名称：アルピコエージェンシー株式会社 

住所：長野県松本市井川城 2丁目 1 番 1 号 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳 

資本金：1800 万円 

合併比率：1.0 

 

【合併後の会社の概要】 

名称：株式会社アマック 

住所：長野県松本市大字今井 7155 番地 28 

代表者：代表取締役社長 中山 明芳（予定） 

資本金：3800 万円 

実施時期：平成 20 年 10 月 1日（予定） 

合併による不動産の移転がある。 

 

租税特別措置法第 80 条

（認定事業再構築計画に

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 号ハ （略） 

 

 

 


