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はじめに
平成 21 年度の乳業を取り巻く環境は、少子高齢化や長引く景気低迷の影響
により消費マインドが大きく落ち込む中、前年度に 2 度に亘る乳価の大幅改定
による小売価格の引き上げ等の影響もあり、牛乳・乳製品の消費は引き続き減
少し、一段と厳しくなっています。
そのような中、より具体的に再編を検討したい、再編を実施したい乳業者の
参考となるよう、この事業が開始された平成 8 年度以降、実際取り組まれた乳
業者から再編を実施する上で大きな問題となったことを、いかに解決して再編
に向けて取り進めてきたか聞き取り調査し、今後、再編に取り組まれる乳業者
の参考とするため、ポイントとなる事例を取りまとめました。
また、実際に再編事業に取り組んだ事業の効果を数値的指標で示すため、再
編 30 事例の財務諸表から、事業の効果分析を行いました。さらに、説明会な
どで寄せられた乳業者の質問をＱ＆Ａとして整理し、付け加えています。
この冊子が、乳業者の今後の経営判断の一つとして、再編事業を活用する上
での参考材料になれば幸いです。
本年度実施した事業内容は以下の３点です。
１． 再編事業を個別に支援していくサポートチームを立ち上げ、個別支援活
動の実施
２． 再編に向けた課題解決のための事例集の作成
３． 再編事業実施例の経済効果の分析、並びに優良事例の紹介

最後になりましたが、全国協議会の中に、再編事業を個別に支援していくサ
ポートチームを立ち上げ、相談に乗り、現地に赴く支援活動を実施しています。
サポートチームは再編事業に関してよろず相談所的機能を有していますので、
ご気軽に相談ください。

平成 22 年 3 月
乳業再編全国協議会
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１．乳業再編推進事業サポートチームの活動
１）サポートチームは
乳業再編を必要と考えている乳業者が、乳業再編事業の検討を開始する場合や、
具体的に取り組む際に問題点が生じた場合に現地に赴き、具体化に踏み出せない要
因を分析し、課題解決に向けた幾つかの選択肢の提案等を行ないます。
２）サポートチームの支援活動
① 再編に向けた経営計画を立案する人材を抱えていない場合や第三者
の意見を求める場合に、専門家（中小企業診断士、経営コンサルタ
ント、公認会計士など）を相談員として派遣し、支援します。
② 身近に適当な連携パートナーを見つけられず、連携のきっかけがつ
かめない場合は、広域的な情報を幅広く提供し、支援します。
③ 具体的に再編の動き、又は再編の可能性のある場合は、都道府県単
位での事業説明会を開催し、支援します。
④ 連携パートナー同士がお互いの意見調整に時間がかかる場合、課題
解決に向けた幾つかの選択肢を提案し、支援します。
⑤ 補助事業の申請手続き等で分からない部分について相談に乗るなど、
事務手続きの支援を行います。
⑥ 枠組みが出来た後の資金調達、施設整備、品質管理（HACCP 取得）
などがうまく計画できない場合は、それに必要な専門家を派遣し、
支援します。
⑦ 工場を集約した場合、工場を新設する総事業費、必要な従業員数、
投資後生乳処理に係る生産コストのシミュレーション等を実施し、
再編を検討する判断材料としての指標を示します。
３）サポートチームのメンバー
・
（社）日本乳業協会、(社)全国農協乳業協会、全国乳業協同組合連合会
・外部専門家（固定ではなく、案件ごとに依頼）
公認会計士、中小企業診断士、乳業コンサルタントなど
（必要に応じてオブザーバー参加）
・農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課
・(独）農畜産業振興機構酪農乳業部
・現地関係者（都道府県、地方農政局、指定生乳生産者団体、全国連など）
４）活動内容
①地域単位での説明会の開催
ブロック説明会とは別に 3 地域で、計 28 社を対象に実施をした。
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②個別支援活動
ア） A 乳業
・連携パートナー探しに向けた情報提供
イ） B 乳業
・連携パートナー探しに向けた情報提供
・再編事業に向けてコンサルタントの紹介
ウ） C 県
・工場を新設した場合のコストシミュレーションを実施（再編を具
体的に検討するための材料提供）及び助言
・優良再編事例の紹介
エ） D 乳業
・連携パートナー探しに向けた情報提供
オ） E 乳業
・再編事業実施取組みへの支援
・連携パートナーの紹介
カ） F 乳業
・再編事業実施取組みへの支援

参考）乳業再編に関わる乳業工場新設のシミュレーション例
１．シミュレーションのケース（生産量）設定
品種

包装形態
大型紙容器
牛乳・加工乳・乳飲料 小型紙容器
年間生産量
（KL/年）
瓶装
発酵乳（前発酵）
プラ小口径
合計
大型紙容器
1日の最大生産量 牛乳・加工乳・乳飲料 小型紙容器
（KL/日）
瓶装
発酵乳（前発酵）
プラ小口径
合計

容量
1000ml、500ml
200ml
200ml
100ml
1000ml、500ml
200ml
200ml
100ml

ケース1 ケース2 ケース3
7,000
4,500
2,000
4,000
3,000
1,500
1,000
500
600
600
500
200
12,600
8,500
4,300
25
15
8
15
10
7
5
2
3
5
3
2
50
30
20

１）ケース１：生産規模 12 千ｋｌ
２）ケース 2：生産規模 8 千ｋｌ
３）ケース 3：生産規模 4 千ｋｌ
２．投資設備の基本的仕様
１）HACCP の承認を前提とした仕様
２）牛乳の紙容器ラインは ESL 仕様
３）加工乳、乳飲料の充填機は牛乳ライン併用
４）その他自動化等の程度は、中堅乳業企業の最新工場水準とする
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３．シミュレーション結果
ケース１
ケース２
2,944
2,420
前 ※設備投資額（100万円）
1,972
1,621
※減価償却対象投資額(同）
41
36
提 要員（人）
18,250
10,950
年間生産能力(KL)
条
生産量１ 生産量２ 生産量３ 生産量１ 生産量２ 生産量３
年間生産量(KL)
12,600 18,250 24,300
8,500 10,950 14,600
件 年間平均稼働率(%)
69.0
100.0
133.2
77.6 100.0 133.3
年間製造費用(千円）
446,733 473,580 519,831 368,174 383,003 415,056
労務費
146,415 146,415 157,270 128,255 128,255 141,249
設備費
212,108 212,108 212,108 175,601 175,601 175,601
その他製造経費
88,210 115,057 150,453
64,318 79,147 98,206
単位当り製造費用(円/L)
35.5
25.9
21.4
43.3
35.0
28.4
労務費
11.6
8.0
6.5
15.1
11.7
9.7
設備費
16.8
11.6
8.7
20.7
16.0
12.0
その他製造経費
7.0
6.3
6.2
7.6
7.2
6.7
注） ※設備投資額のうち33%は補助とし、減価償却は投資額の67%を対象とした
生産量1：設備投資額見積前提の生産量
生産量2：年間平均稼働率100％の場合
生産量3：年間平均稼働率133.3％の場合
製造費用は期間原価のみであり、直接費(原料費、包装材料費等）は含んでいない

ケース３
2,064
1,383
36
7,300
生産量１ 生産量２ 生産量３
4,300 7,300 9,730
58.9 100.0 133.3
324,666 335,692 365,259
128,255 128,255 142,855
150,436 150,436 150,436
45,975 57,001 71,968
75.5
46.0
37.5
29.8
17.6
14.7
35.0
20.6
15.5
10.7
7.8
7.4

③ 情報提供
ア） 実施の手引きパンフレットの作成･配布(500 部)
イ） サポートチーム案内パンフレット送付（30 部）
ウ） Ｇ県の乳業再編協議会に対し、参考資料(P28 再編事業の経済効果)
の提供
エ） Ｈ県の牛乳協会に対し、乳業再編に関する参考資料(P11 再編･合理
化に際して直面した問題点とその解決策等)の提供
５）支援経費
上記２）の①〜⑦の活動例並びに 4)の①〜③の活動実績においては、乳
業再編全国協議会の経費で実施しました。
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２．乳業者が抱える課題
平成 21 年 7 月にブロック毎に開催した地域再編事業説明会に参加した乳
業事業者を対象に、再編事業に関するアンケート調査を実施した。現在抱え
ている課題や再編を進めるに当たっての問題点は何かが、明らかになった。
内容は、以下のとおりである。
実施年月日：平成 21 年 7 月
対 象 者：全国 7 ブロックで開催された乳業再編地域説明会に出席し
た乳業者
回 収 数：61 社

Ｑ１：乳業再編整備等対策事業の内容について理解できたか
Q1.内容は理解できたか
無回答
10%

・一昨年のアンケート調査から、
再編事業について詳細に分から
ない乳業者が 70%程度おり、今回
の説明会を開催した。

十分理解で
きた
21%

・昨年 3 月に「乳業再編推進の手
引き」、6 月に「実施の手引き」
を配布したこと、7 月に説明会を
開催したことにより参加した乳
業者からは 90%理解できた評価
を受けた内容であった。

理解できた
69%

説明会に参加された乳業者は、
再編事業に興味があることや
昨年から啓発用のパンフレッ
トを配布したことにより、理解
度は上昇傾向。
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Ｑ２：課題を解決する手段として再編・合理化の必要性
・昨年の調査では必要性を感じる
と回答した社は全体の 69%であ
った。

Q2.再編の必要性を感じて
いるか
無回答
13%

・説明会は、再編事業に興味のあ
る乳業者が参加していることを
前提に考えると、やや低い数値
であった。

感じている
53%
感じていな
い
34%

Ｑ３：現在抱えている問題点は（複数回答）
Q3.現在抱えている問題点
製造設備

57%
51%

収益性
商品開発力

34%

販売力

30%

内部留保・投資余力

大きな問題点は、設

28%

広報活動

20%

原材料調達

備の老朽化と、収益

18%

品質管理

性が低いことが挙げ

18%

環境問題

16%

コンプライアンス力

られる。

13%

人事労務

13%

後継者・育成

11%

学乳依存度

8%

需給調整機能

7%

経営企画

7%

経営管理

3%

その他

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．製造設備、建物が老朽化している
２．収益性が低い（操業度が低い、コスト削減ができない）
３．商品開発力が弱い
４．価格交渉力、営業力が弱く販売力に欠ける
５．内部留保が少ない、投資余力がない
＊昨年の調査と、ほぼ同じ傾向であった。
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60%

70%

Ｑ４：課題に対し、取組みを考えていること（複数回答）
Q4.取り組みを考えていること
他社と連携

31%

販売連携

18%
11%

物流の効率化

他社との連携も、課題解
3%

販売店に特化
完全廃業

決への１つの手段と考え
ている割合が３１％あっ

2%

その他

た。

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

１．他社と連携して新しい施設、設備を導入する
２．販売連携して相互補完的な販売をする
３．共同配送など物流の効率化を実施する

Ｑ５：再編を進めるに当たり問題点は（複数回答）

Q5.再編を進めるにあたっての問題点
28%

身近なパートナー
主体性の欠如

18%
15%

連携の内容

身近にパートナーがな

13%

責務の処理

かなか見つからない。

10%

資金調達

再編することにより主

利害調整

7%

体性がなくなることに

株主の了解

7%

不安。

従業員の理解

5%

実務スタッフがいない

5%

その他

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

１．身近に適当な連携パートナーがいない
２．自社の主体性が失われることに不安
３．連携の具体的内容についてわからず、検討するのに不安
４．債務の処理に不安
５．資金調達ができない
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30%

Ｑ６：連携を検討するに当たり、適当だと判断する区域は

Q6.連携する場合の区域
同じ都道府県

30%

15%

こだわらない
同じ指定生乳
生産者団体区域

商売を考えると同じ県
内が良いと回答した社

11%

が３０％あった。

3%

同じ商圏内

その他

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

１．同じ都道府県内
２．こだわらない
３．同じ指定生乳生産者団体区域
４．同じ商圏内

Ｑ７．連携する乳業者の条件（複数回答）
Q7.連携する乳業者の条件
農協系、商系は
関係ない

33%

農協系乳業者

10%

商系乳業者

信頼関係があれば、商

7%

自社より規模が
大きい

系、農系は気にしない

5%

自社より規模が
小さい

意見が大半であった。

3%

その他

0%
0%

5%

10%

15%

１．農協系、商系は関係ない
２．農協系乳業者
３．商系乳業者
４．自社より規模が大きい
５．自社より規模が小さい
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20%

25%

30%

35%

Ｑ８：過去に施設整備を行ったときの資金源(複数回答)

Q8.過去に施設設備を行った時の資金源
自己資金と民間
金融機関から

36%

自己資金

21%

自己資金と政府系
金融機関から

16%

政府系と民間
金融機関から

11%
2%

民間金融機関から
民間金融機関から
断られたことがある

政府系金融機関から
低利の融資を受けら

0%

その他

れる制度もありま

8%
0%

5%

10%

す。
15%

20%

25%

30%

35%

40%

１．自己資金と民間金融機関からの融資
２．自己資金
３．自己資金と政府系金融機関からの融資

Ｑ９：再編を進めるに当たり行政やサポートチームに期待をするか

Q9.支援に期待するか

・サポートチームに対する期待は
あり、今後の実践活動が注目さ
れる。

無回答
14%

・行政に対しては、国策事業とし
て明確な誘導を期待している

期待せず
自ら行動す
る
11%
期待する
75%

サ ポ ー ト チー ム はよ ろ
ず屋的機能を持って、支
援をしていきます。
お気軽に相談ください。
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３．再編・合理化に際して直面した問題点とその解決策
過去に効率的乳業施設整備事業を実施した乳業者の方に、アンケート調
査と聞き取り調査をした内容をまとめたものです。
アンケート調査：平成 20 年 9 月実施
調査対象 29 社 回答 20 社(回答率 69%)
聞き取り調査 ：平成 21 年 6〜11 月実施 8 社
１）再編を検討する知識・人材不足
・再編を考えたい、取り入れたいと考えた時、回りに相談する人や組織がな
かった。
⇒既に再編事業を実施していた乳業者から、色々教えてもらった。
・総投資額 8 億円程度の事業なので、自社中心で簡単にいくと考えていた
が、うまくはかどらなかった。
⇒経費はかかったが乳業施設設備メーカーに相談、依頼してから順調に
進んだ。
・核となる乳業者に人材がいなければ厳しい。生産、管理、品質と全体的に
マネージメントできる人が必要。
⇒設計も含め、社長自ら実施をした。
・当時の経営者が十分なビジョンを描けず、認識不足でただ製造施設を作れ
ばよいという安易な考えで実施したためＨＡＣＣＰも取得できず、中途半
端に終わった。
⇒従業員の社内教育を充実させ、ソフト面でレベルを向上させている。
・内部の意思統一、この地域においてどういう会社にしていくか、拡張して
いくのか、ビジョン作りがうまくいかなかった。
⇒当初は各社のエゴが強くまとまらなかったが、共同経営の意識を醸成し、
現在は、協調性が出てきている。
･専門、知識を持った人材がいなかった。
⇒親会社からの協力で対応した。
２）組合員（組織）、職員の説得
・工場がなくなることに対し、自分達の寄り所がなくなることから全面反対。
⇒経営者が強いリーダーシップを取り、現状では将来性がないことを真摯
に説明し理解を得た。
・工場廃止に伴う人員整理や職場環境の変化に対する不安から反対。
⇒全面的に雇用を確保することで合意を得た。
・新たな工場を、土地問題などで職員が通勤をする上で遠方に建設した。
⇒働きたい人には、来て欲しいと呼びかけをした。
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３）連携先との諸条件の話し合い
・相手方から提示された委託料金が通常よりかなり低めに要求されたので
なかなか呑めず、調整に時間がかかった。
・連携先の強い意向により旧ブランドを残した結果、合理的な生産ができ
なかった。
・商系同士の再編は、規模の大小に拘らず、一国一城の主で創業者、二代
目が多く、それなりのプライドが有り、既得権（特に委託費、学乳の権
利）の調整に時間がかかった。
⇒中核となった企業が、誠意を持って譲歩する部分は譲歩し、再編に向
かった。
⇒再編を実施することを合意した後、契約書を結んだ。
⇒大手乳業者から聞いていた基準の仕切り価格を参考に、各社がそれぞ
れの地で商売が成り立つ価格を設定し実施をした。また連携社にプレ
ハブの冷蔵庫を無償で貸与した。
⇒話し合いをスムーズに進行させるため、営業権（牛乳販売店のマーク
換え）を購入した。
・連携した会社ののれん、自社ブランドに対するこだわりが強く、共存共
栄の仕組み作りに難航した。
⇒当初は自社ブランドを残すことを前提に連携社と話をしていたが、現
実に包材費用や製造コストなど試算して無理だと分かり、
（説得し）生
き残る手段として、委託配送業と牛乳販売店セットでの営業形態、販
売店をサポートするシステム、学乳を含む商品の共通パッケージ化な
どを提案し、理解を得た。
・学乳の入札条件は各県で異なるが、基本的に生産する工場を有する乳業
者に限定されるため、工場を廃止した連携社には資格はない。
⇒あくまでも入札結果であるが、従来の地域、物量が取れた場合、配送
をお願いしている。
４）合理化に伴う人員整理
・連携先から、従業員を引き取って欲しいと言う条件が出された。
⇒中核となった企業は、再編整備で合理化をする方針があるので、連携
社には廃止事業対策の退職補助を利用することで我慢してもらった。
・中途半端な施設整備で終わったため、人員を合理化できなかった。
⇒若干だが数人余力は出たが、他の部署に回し、雇用を確保した。
５）資金調達
・途中でＥＳＬ化により仕様変更や、当初から県指導でＨＡＣＣＰ取得前提
に進めていたことより当初計画より想定外の経費がかかった。
⇒旧工場の土地の売却を考えていたが、バブル崩壊より評価が半減、核
企業が市中金融機関から融資を受け、新会社に貸すかたちで調達した。
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・当初計画より資金がかかったため、予定していた借入金では資金不足とな
り、立上げ時の資金繰りが大変であった。
⇒連携社の 1 社から繋ぎ資金を借入れして運営した。
・土地の取得、工場建設に多額の資金を要した。
⇒地域行政の理解を得られ、国の補助金の半額程度の補助を得た。
⇒金融機関からの借入れ、出資金（生産者団体）で対応した。
⇒低利の政府系制度資金の融資を受けることができた。
⇒従来の取引金融機関からの長期借入金で対応した。
⇒自己資金の調達策として、大幅増資をすることで対応した。
⇒中核企業となった企業が新たな土地を購入して、有償貸与の形をとっ
た。
６）再編を実施してみての感想
（１）中小の乳業者は、販売店として残ることが多く、核となる企業は製品を
供給する義務がある。工場を新設するに当たり信用枠の目一杯を借りて、
工場を新増設すると製造経費は削減できるが、販売経費まではなかなか
工面できないのが実態。
（２）新たな設備投資に自己資金だけでは厳しい部分があるが、この事業を実
施して設備更新、衛生対策も可能となり大いに効果があった。
（３）高齢化や施設の老朽化により廃業しか選択肢がなかったが、数年間は商
売も継続でき、一部廃止工場対策事業を利用してハッピーエンドの形で
終わることができた。
（４）3 分の 1 補助事業を利用できたので、償却負担が軽減されている。
（５）事業を利用したことより、現在の牛乳処理事業継続に繋がっているが、
補助金ありきで十分なビジョンを描かず実施したため、すべての面で中
途半端である。今から考えるともう少し投資すべきであった。
（６）工場を廃止して生産に関して余計な心配をすることがなくなり、儲けは
少ないが何とか生計を立てている。
（７）従来の学乳主体の経営なら、市町村合併の影響、児童数の減少などジリ
貧であったが、協同組合方式で参加したため従来の枠より増加し、配送
もガラス張りになり、内部的に納得して決定されている。
（８）人も施設も確実に衛生面でのレベルアップに繋がった。
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４．乳業再編事業において工場を廃止した乳業者に関する調査
今回、乳業再編･合理化事業に参加し、乳業工場を廃止し牛乳販売店等で事
業を継続している方々を対象にアンケート調査を実施した。内容は以下のとお
りである。
実施年月日：平成 21 年 9 月
対 象 者：乳業再編効率的乳業施設整備事業において工場を廃止し、
牛乳販売店などで事業を継続している事業者(25 社)
回 収 数：16 社(回収率 64％)

Ｑ１．乳業再編効率的乳業施設整備事業に参加した理由
(複数回答)
Q1.事業に参加した理由
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

製造設備が
老朽化

81%

衛生的品質に不安

44%

新たに投資する余
力がない

19%

後継者がいない

19%

収益性があがらない

19%

騒音や環境基準
に不安
その他

90%

製造設備が老朽化していた

0%

ことが８１％、次いで衛生

13%

的品質に不安があったが４

１．製造設備が老朽化していた
４％の順であった。
２．衛生的品質に不安があった
３．内部留保が少なく、新たに投資する余力がなかった
４．後継者がいない
５．操業度が低く、収益性が上がらなかった
６．その他（将来の見通しが立たない、連携者の強力な勧誘）
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Ｑ２．事業に参加したきっかけについて(複数回答）
Q2.事業に参加したきっかけ
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

地方行政からの打
診

44%

連携乳業者からの
打診

44%

自ら提携先を探した

50%

25%

関係機関からの打
診

13%

参加への打診は、核となった連

その他

6%

携乳業者からと、地方行政から
の打診が同率で４４％であっ

１．地方行政（県）からの打診
１．核となった乳業者からの打診
３．再編の必要性を感じ、自ら連携先を探した
４．関係機関（牛乳協会、農協など）からの打診
５．その他（助成金があったから）

た。

Ｑ３．事業実施上の問題点は何か（複数回答）

0%

Q3.事業実施上の問題点

10%

20%

30%

40%

50%

受委託条件等
の調整

60%

70%

80%
75%

人員の調整

38%

学乳の既得権
の整理

13%

事業を実施する上の問題点は、

資産の整理

13%

連携先との受委託条件の調整

各社のブランド
の整理

13%

が一番多く７５％、次いで合理

再編を推進する
役員がいない
その他

化に伴う人員の調整が３８％

0%

であった。
6%

１．連携先との受委託条件（価格、生産品目）等の調整
２．合理化に伴う人員の調整
３．学乳の既得権の整理
４．資産（負債、資本）などの整理
５．再編前の各社のブランド整理
６．その他（出資比率）
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Ｑ４．連携先との再編事業合意後、諸条件の契約書（覚書）を交
わしたか
Q4.契約書の締結

契約書を交わさな
かったのが３例あ
った。

交わさなかった,
19%

交わした, 81%

Ｑ５．再編後どのような形で事業活動しているか
Q5.再編後の事業活動
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

連携先の製品を主体
とした牛乳販売

70%

80%

90%

81%

連携先とは関係にない
牛乳販売

0%

牛乳関連の物流会社

0%

再編後大多数の事業者が、
連携先の製品を扱う牛乳

その他

販売会社となっている。
19%

１．連携先の製品を主体とした牛乳販売会社（店）
２．その他（自社製品の製造･販売
新しい事業実施）

16

Ｑ６−１．再編事業に参加してどうだったか

Q6-1.事業に参加してどうだったか

良くなかっ
た, 19%

良かった,
50%
どちらとも言
えない, 31%

参加して良かったと回答した事業者は８社（５０％）、良くなかったと
回答した事業者は３社（１９％）、どちらとも言えないと回答した事業
者は５社（３１％）の内容であった。

Ｑ６−２．再編事業に参加して良かったこと
Q6-2.参加して良かった点
0%

10%

20%

30%

40%

50%

安定的に製品を販売

60%

56%

事業活動を継続

44%

再編事業に参加して良かった理
その他

6%

由として一番は、品質を心配する
ことなく、安定的に製品を販売で
きることで５６％あった。

１．品質を心配することなく、安定的に製品を販売することができる
２．利潤は少ないが、事業活動を継続できている
３．その他
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Ｑ６−３．再編事業に参加して良くなかったこと
Q6-3.参加して良くなかった点
0%

10%

20%

30%

40%

事業継続が困難

31%

取引条件が悪化

31%

50%

60%

良くなかったことは利益がで
学乳の既得権がなくなり
困っている

ず、事業継続が困難であるこ

6%

と、核となった連携社取引条
その他

件が悪化していることが同率

19%

で３１％であった。

１．利益が出ず、事業継続が困難である
１．核となった連携社との取引条件が悪化している
３．その他（委託契約条件の内容不履行、途中での資本構成の変動）
４．学乳の既得権がなくなり困っている

Ｑ７．再編事業を成功させるには何が大事ですか(複数回答)

0%

10%

Q7.事業を成功させるのに重要な点
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

諸条件をしっかり
話し合う

81%

人間的信頼関係を
もつための努力

50%

定期的な打合せ

その他

再編事業を成功させる大事な

31%

リーダーの存在

共通のビジョン

90%

ことは、まず再編前に諸条件を

25%

しっかり話し合うことが一番
多く８１％を占め、次いで信頼

13%

関係を持つため双方努力する

19%

ことが５０％であった。

１．再編前に、諸条件をしっかり話し合う
２．人間的信頼関係を持つための努力を双方実施する
３．情報を一体化するため、定期的な打合せを実施する
４．再編の中心となるリーダーの存在
５．その他（資金面の支援、契約書の締結、県単位でなく広域で）
６．核となる企業任せでなく、共通ビジョンを持つ
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Ｑ８．今後再編事業を考える乳業者にどのようなサポート支援が
有効ですか(複数回答)
Q8.今後の事業でどのような支援が必要か
0%

10%

20%

30%

40%

50%

専門家のアドバイス

50%

意見調整時の
専門家のアドバイス

38%

補助事業の仕組み
事務手続きの相談

31%

問題点と解決方法の紹介

25%

サ ポ ー ト チー ム が具 体

連携パートナー
の紹介
その他

60%

13%

的 に 取 り 組ん で いる 内
容と一致しています。

0%

１．再編に向けた計画をたてる専門家のアドバイス
２．連携パートナー同士の意見調整時の専門家のアドバイス
３．補助事業の仕組み、事務手続きの相談
４．先行事例の問題点と解決方法の紹介
５．連携パートナーの紹介

Ｑ９．工場を廃止して再編事業に参加しようとする乳業者に対する
アドバイス
・核となる企業任せでなく、一体となって共通のビジョンを持ち、信
頼関係を持ち続ける協業精神が大事である。
・土壇場の環境下でなく、ある程度資金的にも余裕があるときに条件
が折りあえば、事業継続の一つの選択肢ではないか。
・連携者の話し合いの場では、お互いのプライドを傷つけないために
も、第三者に確認をしてもらい、十分話し合いを実施する。
・中小乳業のみでの再編は限界がある。実施するなら大手乳業者と連
携すること。
・経営悪化の場合、対処方法を含め、負担方法を契約書などで明確化
すること。
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５．優良事例紹介
平成 8 年度以降、この事業を実施したのは 30 例あり、これらの再編方法を
タイプ別に分けると、(1）製造受委託型 (2)統合型 (3)同列協業型 (4)中核
企業を中心とした協業型に分類される。今回(2)統合型と(3)同列協業型の優良
事例を紹介する。

１）大山乳業農業協同組合（統合型）
・所在地 鳥取県東伯郡琴浦町大字保 37-1
・設立
昭和 21 年 7 月(伯耆酪農組合)
昭和 41 年 3 月(合併により大山乳業農業協同組合となる)
・工場数 1 工場(平成 14〜15 年度乳業再編整備等対策事業竣工)
・正組合員数
246 名※
・生乳生産量
64,624ｔ※
・生乳処理量
62,609ｔ※
・従業員数
468 名※
・売上高
144 億円※
※平成 20 年度実績

（１）乳業再編整備等対策事業の実施内容
① 実施年度
平成 14 年〜15 年度
② 実施乳業者
大山乳業農業協同組合、日進乳業㈱、(有)岩美牛乳
③ 事業費
20

対象事業費 46 億円（補助対象額 41.9 億円）
うち補助額 20.9 億円
(国 13.9 億円 補助率 33.3%、県 7 億円 補助率 16.6%)
④ 乳業再編事業実施までのスケジュール
大山乳業農協が中心となり推進
平成 9 年
乳業再編事業実施に向けて取組みを開始
平成 13 年 工場整備準備室を立ち上げ工場整備計画を策定
平成 14 年 再編に基本合意、事業承認・実施
平成 16 年 県内の 4 工場が 1 工場に集約し工場稼働
⑤ 行政の対応
乳業再編鳥取県ビジョンを作成し、県協議会を発足。基本的に、
A)原材料等の購入、生産、配送、新商品開発など県内乳業者の共同
化、B)生産、購買、及び配送を事業協同組合により協業化、C)生産
性の高い企業として発展することを目的に複数企業が合併し規模拡
大を図るとの 3 つの考え方が示された。結果的には C)となり、行政
の関与はなく合併は決まったが、事業実施に当たっては積極的な協力
が得られた。
（２）乳業再編事業を実施した背景
①大山乳業農協の課題
Ａ）設備の老朽化
建屋及び設備の老朽化が進行し、さらには工場・ラインレイアウ
トが長年の増改築により複雑化し作業効率が大幅に低下していた。
Ｂ）経営面からの合理化の必要性
本所及び鳥取工場を有することにより経費が増大していた。
Ｃ）食品事業者の事故による安心・安全への意識の高まり
品質管理向上のための ESL 化への対応と、冷蔵庫の分散による
品温管理への課題解決への対応。
Ｄ）将来への不安
飲用牛乳の消費低迷など販売環境の変化、コスト競争の激化によ
る収益性への懸念、過大な投資が難しくなるなどの要因があった。
Ｅ）乳業再編の実施気運の高まり
独自での工場整備は過大投資となりリスクが大幅に増える可能
性があった。
② 連携乳業者の課題
連携乳業者においては、設備の老朽化、低稼働率、収益性の悪化、
HACCP への対応、新規投資が困難であるなど、今後の先行きに不透
明な点があった。
（３）乳業再編事業実施前に想定していたメリット・デメリット
①メリット
Ａ）合理化による効果
新工場への必要従業員数は統合前と比較し約 3 割減となり、労務
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費の削減が期待された。
2 工場統合による、工場経費及び管理経費の削減効果。
Ｂ）品質の強化
HACCP を基本とした品質管理システム強化が期待された。
② デメリット
Ａ）過大な投資による影響
減価償却費など経営への負担が大きくなるおそれ
Ｂ）工場廃止乳業者への対応
将来に向けた補償を考慮する必要があった
Ｃ）地元乳業者の廃業による影響
地元消費者の購買行動などに変化を及ぼす可能性があった
③ 乳業再編事業実施前に想定していたメリット等を踏まえた現在の
評価
生乳処理乳量は飲用牛乳の消費の低迷により計画は下回っている
が、1 日当たり処理乳量は計画より 4%ほど上回っている。また、工
場内の従業員数は、再編前より 20%減少しているが、設備の大型化
に伴い業務の兼務ができなくなり、計画の 30%減には達していない
状況である。
④ 工場統合による組合員・職員の反応
廃止する鳥取工場を設立した地区の組合員からは、自らの工場で
あるという意識があり反対されたが、2 工場体制の経営では将来的
に困難が伴うとして、組合員への理解を求め協議し、合意を得た。
また、職員に対しては、雇用の場を確保することで合意を得た。
⑤ 取引先の反応
工場の統合について供給面での問題はなく、また、最新鋭の工場・
設備により HACCP の取得(平成 17 年 4 月)や ESL 化による品質保
証体制の充実が図れた。しかし、牛乳の風味については、設備の違
いにより味が変化し、竣工半年間はクレームが多発した。
（４）乳業再編事業実施の評価
①新工場立ち上げ時の問題点
Ａ）想定外の費用支出
運転時の排水量の増加、作業への不慣れ、設備の大型化等で排水処
理が増大した。また、稼働して発見される不具合箇所の追加工事など
思わぬ費用支出があった。
Ｂ）改善されない経費
近代的な工場を建設したものの設備の大型化によるロスが増大
Ｃ）減価償却費の増高
これら費用負担増大による赤字からの脱却を図るため、各部署にお
ける経営改善活動をスタートさせた。これにより急速に経営が改善さ
れ黒字化が図られた。
②廃業した乳業者
Ａ）製造を中止した 2 社は牛乳販売店として活躍している。
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Ｂ）大山乳業農協鳥取工場跡地においてはアンテナショップを建設し
活用している。
（５) 今後の事業展開について
今後さらに再編が進み広域化が進むと思われるが、大山乳業農協の基本
は県内 1 酪農組織、1 乳処理工場として鳥取県酪農のために牛乳の消費拡
大運動や自給飼料に立脚した酪農の拡大など特徴ある取組みを行ってい
く。
（６）事業者の助言
① 今後、飲用牛乳の消費の伸びが期待できない中で、将来の販売量を
十分考慮し、設計すること。
② フレキシブルに対応できる構造にしておくこと。
（市場の変化が激しく設備の更新が早くなる）
③ 事業規模や販売額に見合った投資にすること。
（最終的には過大投資が負担になる）

(大山乳業農業協同組合
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新工場全景写真)

２)奥羽乳業協同組合の概要（同列協業型）
・所在地 山形県西村山郡河北町大字吉田字花ノ木保 2150-3
・設立
平成 11 年 10 月 1 日
・創業
平成 12 年 10 月 1 日
・出資金 1 億円
・工場数 1 工場(平成 11〜12 年度乳業再編整備等対策事業により竣工)
・生乳処理量
9,112ｔ※
・従業員数
31 名※
・売上高
17 億円※
※平成 20 年度実績
(1) 乳業再編整備等対策事業の実施内容

① 実施年度
平成 11 年〜12 年度
② 実施乳業者
河北町酪農農業協同組合（廃止工場対策事業実施 補助額 337 万円）、
山形牛乳事業協同組合（廃止工場対策事業実施 補助額 422 万円）
、
北村山中南部酪農農業協同組合、みちのく村山農業協同組合
③ 事業費
対象事業費 12 億 7 千万円
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うち補助額 6 億円(国 4 億円 補助率 31.5%、県 2 億円補助率 15.7%)
補助残及び運転資金は借入金で対応
④ 乳業再編事業実施までのスケジュール
平成 9 年
乳業再編推進協議会の設置（当初 7 社参加）
平成 10 年 委員会を立ち上げ工場整備計画を策定
平成 11 年 再編に基本合意、事業承認・実施
平成 12 年 工場稼働
⑤ 出資金について
再編参加事業者の平等性の確保と、税務対策のため事業協同組合方
式を採用することにした。各事業者の出資可能額を算出するため財
務諸表の検討をし、出資金の額を算定した。
（４事業者 2,500 万円
ずつ出資）
⑥ 行政･指定団体の対応
事業者が主体になり実施。行政は補助事業の資金の一部と事務手続き
を支援、指定団体は配乳関連で対応。
（２）乳業再編事業を実施した背景
①共通の課題
Ａ）設備の老朽化と品質不安
工場の設備が老朽化する一方、単独では食の安全を保証するため
品質管理を維持していく設備投資が困難になり、日頃から品質に不
安があった。
Ｂ）経営面からの合理化の必要性
量販店への競争が激しくなり、納入価格引下げ要求で、利益の確
保が困難になってきた。
Ｃ）安全への取組み
生協との取引を継続する上で、ＨＡＣＣＰ取得が条件となり、1
社では設備、人への投資に限界があった。
Ｄ）その他
山形県内の大手乳業者の工場が廃止されることになり、山形県内
に需給調整機能を有する工場が必要になった。飲用牛乳の消費低迷
など販売環境の変化、コスト競争の激化による収益性への懸念等か
ら現時点で決断しなければ、多大な投資が難しくなるなどの要因が
あった。
Ｅ）乳業再編の実施気運の高まり
現状認識と今後の展望を考えれば、単独では事業継続が困難であ
ることが共通認識となり、生残り戦略として再編事業を利用して統
合することが必要との考えで一致した。
② 連携乳業者参加条件の考え方
Ａ）基本的にお互いフランクに話が出来る環境下にあること。
Ｂ）事業を廃止した時点で、整理した後キャッシュ残高がプラスであ
ること。
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Ｃ）残余資産（土地など）を利用して利益を出せること。
Ｄ）中核乳業者が工場を廃止する乳業者の整理後の負債を負担できる
こと。
（３)再編の手法
新工場設立に当たり、組織の財務、運営形態をどのようにしていくか
課題解決に向け以下の手法を実施した。
① 協同組合方式の採用
平等性を確保するため、出資金額を同一化し、税務対策のた
め協同組合方式を採用し新たな組織を構築した。
② 製造部門の効率化
品種、品目を削減し、ブランドを統一化して効率化を図った。
（再編に当たり各社の旧ブランドを廃止した）
③ 電算システムの統一
事前に電算システムを統一することを了解した。
④ 物流部門の強化
県内外市乳販売網を熟知した物流業者を核に据え、効率的な
配送システムを構築した。
（４) 乳業再編事業実施前に想定していたメリット・デメリット、種々問
題への対応
① メリット
Ａ）合理化による製造コスト削減効果
生産性の向上、操業度の向上。
Ｂ）品質の強化
HACCP の承認を取得し、品質的に安定した安全な商品の供給。
Ｃ）管理部門、物流部門のコスト削減
管理要員の削減、電算システムの統一化、効率良い物流路線の構
築
② デメリット
計画どおり順調に販売できると考えていたので、想定はしなかった。
（５）事業実施の効果
①プラス効果
Ａ）単位当たりの製造経費が再編前より 63.9%削減した。
Ｂ）牛乳の HACCP 承認を平成 20 年 7 月に取得した。
Ｃ）売上高に占める販売･管理費が再編前 26%であったが、現在 13%
と大幅に削減した。
②マイナス効果
飲用牛乳市場環境が想定より悪化し、投資額の負担が大きくなり十
分な利益確保ができていない。
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（６）種々問題への対応
① 工場統合による職員への処遇
新会社が必要とする人員は、平等に各社に対し割り当てた。Ｊ
Ａが出身母体の事業者は組織内の他の場所に異動した。それ以外
の事業所の従業員は退職となった。
賃金は出身母体の賃金を踏襲、その後平準化の方向で調整をし
ている。ボーナスは平等にした。
② 取引先の反応
最新鋭の工場・設備により品質保証体制の充実が図れているこ
とより、取引関係者から好感を得ている。
③ 新工場立上げ時の問題点
Ａ）訓練時間の確保
旧工場を稼動しながら、新工場のテスト稼動を実施するしかな
く、習熟に向け時間的余裕が無く、従業員の負担が大きかった。
Ｂ）牛乳の微妙な味の変化
殺菌条件は同一であったが、新設乳機の影響で味の変化が生じた。
Ｃ) 周辺環境での苦情
早朝の出庫作業の車のエンジン音に対する苦情があった
（７)今後の再編事業を目指す乳業者へ助言
① 赤字が大きくならないうちに撤退、又は再編事業に参加すること。
② 廃止工場跡の土地の再利用は極めて厳しいことを認識しておくこ
と。
③ 飲用消費は今後とも減少が予測され、今後さらなる熾烈な戦いにな
るので、再編を決断したならば、なるべく速やかに行動に移すこと。
④ 地域で再編事業を企画する場合、今後想定される消費量と既存工場
数を基本に考えること。
⑤ 将来設計を考え、余裕のある建屋、シンプルな設備を心がけるこ
と。

(奥羽乳業協同組合

新工場全景写真)
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６．再編事業の経済効果（実証的分析）
平成 8 年度に始まった本事業が日本の乳業の再編・合理化に大きな役割を果
たしてきたことは間違いないが、実際に再編を行った個々の企業にとって、事
業の経営上の効果はどのようなものであっただろうか。
言うまでもなく、企業経営は、内部と外部の様々な要因により影響を受けて
おり、再編したからといって、それだけで必ず経営が改善されるものではない。
つまり、再編により、売上高は増えたとしても、減価償却費、借入金の支払利
息は増加するし、労務費、販売費、一般管理費等が統合効果により節減できる
には、一定期間を要することが多い。
また、同じ乳業といっても、生乳の取引条件、製造アイテム、営業基盤、労
務環境など経営環境も一様ではなく、そもそも再編の経緯、形態も異なる。
しかし、これまで施設の新設・増設を行った 30 事例（平成 8 年度〜15 年度）
を対象に分析することにより、個々の企業のそれぞれの事情の中から共通する
事業効果を汲み取ることができるものと考える。
そこで、財務諸表分析のための３つの代表的な指標を使って、30 事例を対象
に、実際の歴年とは別に再編の開始年度をベースに合わせて分析し、再編効果
の共通項を見出してみたい。なお、事例や年度によってはデータが不十分なた
め、比較が可能なものを対象に分析している。
１ 分析対象 30 社の再編初年度は、9 年度から 16 年度まで分散しているが、多いの
は 12 年度 5 社、13 年度 9 社、14 年度 5 社である。
２ 数値は、単純平均である。
３ 資料中の「中小平均値」は、中小乳業経営内容実態調査（全国乳業協同組合連合
会）の 14〜19 年度の平均値である。

１）

売上高総利益率（粗利率） すべての社が向上
(%)
再編前 初年度 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 中小
平均値
12.5

11.0

12.9

14.0

14.0

13.5

15.1

赤字社の 17.4
割合

21.4

10.7

0

0

0

−

利益率

3年目以降、赤字社はゼロ

まず、製品の売上げでどれだけの利益を上げているか。売上高総利益率（粗
利率）を見ると、再編前に 12.5％であったものが、再編初年度は経費増加から
11.0％と一時的に低下した。2 年目以降は回復し、5 年目には 13.5％と再編前
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に比べて 1 ポイント向上している。
赤字の社の割合も、再編前の 17.4％が初年度は 21.4％と増加したが、2 年目
は減少し、3 年目からは 0 となっている。なお、中小乳業の売上高総利益率は
15.1％（14〜19 年度の単純平均値。以下同じ。）である。
（注）売上高総利益率（粗利率）＝売上総利益（売上高−売上原価）／売上高
売上原価には、製品の製造に直接要した原材料費、労務費、減価償却費等を含み、
販売費・一般管理費を含まない。

２）

減価償却費
再編前＝１００ 指数

初年度に1.5倍と増加だが、
赤字社の割合は4％増にとどまる

減価償却費は、施設の新増設に伴い、再編初年度は再編前の 1.56 倍と大幅に
増加しているが、新たに赤字となった社はそれほど多くなかった。その後は、
減価償却費の減少とともに、売上高総利益率は向上し、赤字の社も減少してい
る。本業である牛乳乳製品の製造・販売については、減価償却費の増加要因を
上回る増益があり、統合効果が明確に出ているといえよう。

３）

営業利益率

5 ポイント向上

再編前 初年度 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目
利益率

-4.2

-3.6

-0.8

0.5

0.9

1.0

(%)
中小
平均値
1.1
5年で平均並みに改善

赤字社の 72.0
割合

82.8

58.6

27.6
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27.6

19.2

−

売上総利益から販売費・一般管理費を控除した営業利益について、売上高
に対する割合（売上高営業利益率）を指標として見てみる。再編前に平均で
▲4.2％であったものが、再編初年度に▲3.6％と改善。3 年目には 0.47％と
わずかながらプラスとなり、5 年目まで 1.0％とプラスを維持している。
経常利益が赤字の社の割合は、再編前は 72.0％とかなり多かったが、再編
3 年目には 27.6％と大きく減少。さらに、5 年目には 19.2％となり、着実に
赤字会社が減少している。なお、赤字の社のうち、2 社は当初からずっと継
続して赤字となっている。
なお、中小乳業の売上高営業利益率は 1.1％であり、対象企業の値とほぼ
同じである。
（注）売上高営業利益率＝営業利益／売上高
営業利益は、売上総利益から間接的な経費である販売費・一般管理費を控除したも
のである。

４）販売費・一般管理費率

5.4 ポイント低下
中小の平均 13.7％

売上高に占める販売費・一般管理費の割合を見てみると、平均では再編前
の 16.6％が、年々低下し、５年目には 11.2％と再編前に比べて 5.4 ポイント
低下している。統合効果による経費率低下の効果がはっきりと出ていると思
われる。
しかし、前記の赤字が続く 2 社は、この販売費・一般管理費比率が低下す
るのではなく、逆に上昇しており、間接部門の再編効果がうまく出ていない
のではないかと推察される。
（注）販売費・一般管理費率＝(販売費＋一般管理費)／売上高
販売費・一般管理費は、非製造部門の人件費、運営費、営業経費等である。
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５）経常利益率

5 ポイント向上
(%)

再編前 初年度 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

中小
平均値

-4.2

-2.9

-0.5

0.7

0.8

0.8

1.0

赤字社の 76.0
割合

72.4

55.2

17.2

17.2

19.2

−

利益率

営業利益から利息等の営業外収益を加味した経常利益の売上高に対する割
合は、営業利益とほぼ同じ傾向を示している。ただ、支払利息の負担がある
ため、５年目でも中小乳業の平均値 1.0％を下回る 0.8％となっている。
（注）売上高経常利益率＝経常利益／売上高
経常利益は、売上総利益から間接的な経費である販売費・一般管理費を控除し、利
息等の営業外損益を加味したものである。

６）

製造経費

3 割の削減
再編前＝１００ 指数

減価償却費は増加も、
3割のコストダウン効果あり

再編による効果が一番大きいと言われる単位当たりの製造経費についてみて
みると、再編前を 100 とすると、初年度に早くも 94 と効果が出ており、3 年
目に 82、5 年目では 70 と極めて大きなコスト削減効果を生んでいる。ただし、
4 年目と 5 年目では、ほぼ同じ指数となっており、6 年目以降のデータはない
ものの、3 割減が一応の目安になるのではないだろうか。
（注）単位当たり製造経費＝（売上原価−（原材料費＋商品仕入高）
）／製造量
製造量については、全製品を対象とした。
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７．乳業再編整備対策事業について
乳業再編を支援する主な制度
乳業工場を再編・合理化して、施設の整備をすることや、工場を廃止するこ
と等に対し国からの補助制度がある。
乳業再 編 整備 等対 策 事業の 概要
乳業 施設再 編合 理化対 策事 業

廃止工 場対 策事 業
主 な 実 施 主 体 ： 中 小 乳 業 ・農 協系 乳業

効 率的 乳業施設 整備 事業
主 な 実 施 主 体 ： 中 小 乳 業 ・農 協系 乳業

共 同配 送施設整 備事 業
主な 実施 主 体： 事 業 協 同 組 合 ・農 協 連

事 業内容

乳業 工場 を廃 棄する経 費を補助

残余 財産相当 額の 補てん 、従
業員 退職手当 の補 助等

乳 業工場を新設・ 増設する 経費を
補助
新設または 増設す る施設等の 新
設等を行う費用の補助、環境 ・衛
生等設備に関する費 用の補助
（補助率1/3 以内 ）

共 同配送施設の 設備 を補 助
乳 業者 が利用する 共同配 送施
設 を新 設し整備す る費用の補
助 （補助率1/3以内）

条 件・過去 事例

生乳 処 理 量 2 ㌧ /日 以 上で 、 製 品 量 ま
たは 、 配 乳 の 過 半 数 を 引 き継 ぐ こ と等

過 去 事 例 ：１ ２ ０件

新 設 は 3 以 上 、 増 設 は2 以 上 の 既
存 乳 業 工 場 を廃 棄 、 新 設 工場 は
飲 用 乳 処 理 施 設 で1 0 ㌧ /日以 上

過 去 事 例 ： ３０ 件

3 以 上の 乳業 者 が共 同利 用し 、1
乳 業 者 の 使用 割合 が5 0 % 未満 で
ある こと

過 去事 例：０件

１） 廃止する工場に対する補助 (廃止工場対策事業)
①補助要件
条件として工場の規模が生乳処理能力でおおむね日量 2 トン以上であ
ることに加え、乳業工場の廃棄が地域乳業者の効率化に寄与すると認め
られること。
②補助対象
施設や設備の撤去費や従業員の退職金手当てに対し、最大で総事業費の
3 分の 1 まで補助金が交付される。
２） 施設の新・増設に対する補助（効率的乳業施設整備事業）
複数の乳業工場が再編し施設の新・増設を行う場合、条件により総事業
費の 5 分の 1〜3 分の 1 が補助の対象になる。
⑧ 補助要件
施設の新設又は増設が補助対象となる場合、乳業工場の廃棄を併せて
行なう必要がある。新設の場合は 3 以上の、増設の場合は 2 以上の乳
業工場数等を廃棄する必要があるが、県を越えた広域再編であって生
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乳処理量が地域の一定水準を超える場合はそれぞれ 2 工場、1 工場で
可能である。なお、廃棄する乳業工場等は、飲用処理施設ではおおむ
ね日量 2 トン以上、乳製品処理施設にあってはおおむね日量 20 トン
以上の規模のものに限る。また整備後の生乳処理能力は、飲用乳処理
施設では日量 10 トン以上、乳製品処理施設では日量 300 トン以上な
ければならない。
②補助対象
補助対象となる部分は、新設・増設の場合は牛乳・乳製品製造のため
の機械器具、工場上屋、その他付帯施設である。移設の場合は旧工場
からの利用可能な設備の移設に要する経費も補助の対象になる。ただ
し牛乳・乳製品の製造に関与しない施設又は設備は補助対象とならな
い。施設整備経費のうち牛乳・乳製品か、それ以外の飲料等のものか
明確に区分できない場合は品目ごとの生産量等を勘し、比例配分して
補助対象経費を算出する。

３）乳業再編に関するＱ＆A
（再編事業が知りたい）
Ｑ1：乳業再編の制度、事業内容をもっと知りたいのだが、どうすればよいの
ですか。
Ａ1：まずは、お近くの都道府県畜産担当課にお問い合わせください。また、
事業全体に関することについては(社)日本乳業協会、(社)全国農協乳業協
会、全国乳業協同組合連合会にお問い合わせいただくことも可能です。お
問合せ先はＰ40~41 をご覧ください。

（具体的に検討する場合）
Ｑ2：近くで連携する相手、きっかけが見つからないのですが。
Ａ2：まず関係機関（サポートチーム、行政、広域指定団体）にご相談くださ
い。
Ｑ3：再編をすることにより、自社の主体性がなくなるのを心配しているので
すが。
Ａ3：再編のやり方によって自社の主体性を残すことができます。生き残るた
めに何が大切か、再編によりどこを合理化するなど連携する会社同士納得
いくまで話し合い、調整していくことが必要です。
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Ｑ4：株主、組合員の理解を得られるか心配なのですが。
Ａ4：現状の自社の問題点を十分に理解していただき、今後事業継続を模索す
るならば、この制度を取入れることが必要となることを丁寧に説明する必
要があります。
Ｑ5：具体的に再編に取組んだとき、手続きを含め社内に対応できる人材がい
ないがどうしたらいいのですか。
Ａ5：中央の乳業団体が必要となる提出書類の作成方法など事務的にサポート
することもできます。
Ｑ6：債務超過の乳業者を含めてこの事業を利用し、工場の新設・増設をした
いが、制度上問題はないのですか。
Ａ6：連携者の間で、債務等の問題で話し合いがつき、条件が整えば制度上は
問題ありません。ただし、補助金以外の自己負担分の資金調達、経営再建
のための具体的措置等しっかりした事業計画を策定することが必要と考
えます。
Ｑ7：具体的に検討する上で、アドバイスしてもらえる支援体制があるのです
か。
Ａ7：乳業再編全国協議会の下にサポートチームを立ち上げています。具体的
に取り組む際に課題が生じた場合、専門家(公認会計士、中小企業診断士、
乳業コンサルタント等)を派遣して相談に乗ります。

（廃止事業対策）
Ｑ8：廃止工場対策事業を利用する場合の支援内容を教えてください。
Ａ8：この事業を利用して連携再編にも加わることも可能ですが、単独の廃止
でも利用可能です。施設や設備等を廃棄した場合、撤去費用や未償却の設
備の残余財産の一部に補助金が交付されます。また、従業員の退職手当の
一部も補助対象となります。
Ｑ9：廃止する場合、営業権の譲渡はどのようにすればよいのですか。
Ａ9：問屋や牛乳販売店と特約契約を結んでいれば、法的営業権は存在します
が、現状ではそのような事例はまれで、取引先関係の販売網の譲渡的意味
合いが一般的です。取引先の了解を得、購入を希望する乳業者と交渉する
ことになります。
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Ｑ10：工場を廃止し、連携者に製造を委託する場合、どの程度費用がかかりま
すか。
Ａ10：委託処理費用は、連携者との間で、事前に話し合うことが重要です。製
造条件、納品条件などにより設定は異なります。
Ｑ11：工場内の市乳ラインを廃止した後に、新たな乳製品施設（チーズ、バタ
ー）を作っても廃止事業対策の適用になるのですか。
Ａ11：廃止工場対策で乳業工場の施設等を廃棄する場合、牛乳乳製品の種類別
生産部門の単位で行うことになっており、当該市乳ラインの廃棄費用は
補助対象となります。
Ｑ12：この事業（効率的乳業施設の廃止を含む。）を実施すれば乳処理業の廃
業を県に届け出、その写しを機構に提出しなければならないのですか。
Ａ12：施設等の廃棄後、速やかに廃業届を行い、その写しを機構に提出するこ
とが必要です。
Ｑ13：私の会社の建屋は事務所、冷蔵庫、工場が一体となっていますが、廃止
工場対策事業に参加するには、建屋をすべてスクラップにしなければな
らないのでしょうか。
Ａ13：事業の要件は乳業工場の施設等の廃棄で、乳処理に必要な施設等を廃棄
し、廃止した工場が乳処理業に復帰しないことが必要です。よって、建
屋をすべて廃棄することは必ずしも必要ではありませんので、個別にご
相談ください。
Ｑ14：私が現在使用している乳業工場の上屋は、他社からの賃貸となっていま
す。賃貸契約では、撤退する場合、元の状態に復帰して返さなければな
りませんが（間仕切り等）、この現状復帰経費は、補助の対象になるので
しょうか。
Ａ14：廃止事業の補助対象となるのは、施設及び設備の廃棄又は撤去するため
の費用ですので、賃貸前の状態に戻す費用は補助対象外となります。
Ｑ15：廃止工場対策での残余財産での補てんに関し、中古で導入した場合の計
算方法を教えてください。
Ａ15：中古資産の取得からその法定耐用年数が、当該乳業工場において要綱の
別表３の耐用年数の欄に掲げる耐用年数以上に設定されている設備に限
り、補助対象とすることができます。
Ｑ16：現在使用している牛乳工場を飲用処理施設から、清涼飲料の工場に転用
した場合、効率的乳業施設での廃止工場のカウントに含めてよいのでし
ょうか。
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Ａ16：この事業を実施する上で、過剰施設を削減するためスクラップ要件は重
要です。この場合、再び飲用処理施設として転用可能と判断されるので、
カウントに含めることはできません。

（効率的乳業施設整備事業）
Ｑ17：飲用処理施設に係る効率的乳業施設整備事業や廃止工場対策事業の対象
は、日量２トン以上が対象と聞いていますが、それ以下の処理量では対
象にならないのですか。また、いつの時点の処理量で判断するのですか。
Ａ17：２つの事業とも対象となるのは日量２トン以上の処理施設ですが、廃止
工場対策事業については、日量２トン未満であっても、学校給食用牛乳
の製造が全体の処理量の３割以上であれば可能です。処理量を算定する
期間は事業実施年度の前年度を起点として過去 3 年間の平均処理量で判
断します。
Ｑ18：新設や増設をした場合、補助の対象となるのはどの部分ですか。
Ａ18：工場の建屋、製造設備その他付帯施設のうち牛乳・乳製品に関係する部
分です。また旧工場から利用可能な設備の移設に係る経費も対象になり
ます。
Ｑ19：新設や増設をした場合、土地の取得は補助の対象になりますか。
Ａ19：土地の取得は乳業再編整備等対策事業の補助の対象となりません。日本
政策金融公庫による融資の対象となる可能性がありますのでご相談くだ
さい。
Ｑ20：すでに乳業再編整備等事業を実施した乳業者が、再度本事業を活用する
ことができますか。
Ａ20：条件さえ整っていれば可能です。ただし、再編により補助金等により取
得した財産を処分等する場合には、未償却部分についての補助金の返還
等が必要になります。
Ｑ21：効率的乳業施設整備事業の参加条件で乳製品処理施設は 300 トン／日に
なっていますが、市乳工場内に併設された場合、飲用処理施設と乳製品
処理施設を合わせて合計 300 トン／日の解釈でも良いのですか。
Ａ21：この事業に参加する要件として生産部門の単位で行います。飲用牛乳
部門と乳製品生産部門とは別個なものと判断されることから、合計での
解釈は適当ではありません。
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Ｑ22：大手乳業者の子会社が、県内の中小乳業者と再編する場合、事業の補助
率はどうなるのですか。
Ａ22：この場合は間接補助事業で実施されることが考えられます。補助率は大
手乳業者の出資の割合によって、3 分の 1 から 5 分の 1 以内となります。
Ｑ23：効率的乳業施設整備事業実施をする上で HACCP の承認を取得すること
が条件になっていますが、新工場立ち上げ後、取得するまでの期間の制
限はあるのですか。
Ａ23：原則として、HACCP 承認取得は、新工場稼動後、機構に対して運営状
況の報告義務のある 5 年以内を目途にお願いします。なお稼動後 HACC
P 取得に向け、技術的支援を含め、サポートチームが主体となって支援
します。
Ｑ24：効率的乳業施設整備事業の整備後の新工場の生乳処理能力で、飲用処理
施設については日量 10 トン以上、乳製品処理施設については日量 300
トン以上となっていますが、ヨーグルトについては飲用乳処理施設に含
まれると解釈してよいのですか。
Ａ24：飲用乳処理施設及び乳製品製造施設の現状を勘案すると、発酵乳等は、
飲用乳処理施設に含まれると解釈して差し支えありません。
Ｑ25：処理量が 2 トン程度の工場が 3 社で再編事業を取り入れた場合、稼働率
を考えると 6 トン/日程度でよいと思いますが、10 トン/日以上の処理能
力を整備しなければならないのですか。
Ａ25：効率的な乳業施設を整備するためには、一定の規模が必要であり、飲用
乳処理施設の場合、日量 10 トン以上の処理能力を整備しなければ事業
対象にはなりません。事業計画を作成する上で、新工場の処理能力が廃
止工場の処理能力を上回る点や稼働率について、十分な協議が必要と思
われます。
Ｑ26：効率的乳業施設整備事業で旧工場から新工場へ設備を移設する場合、譲
渡の場合と購入の場合では、補助対象はどのように整理されるのでしょ
うか。
Ａ26：効率的乳業施設整備事業では、旧工場からの利用可能な設備の移設に要
する経費が補助の対象となります。
① 譲渡の場合
輸送費等の移設のための費用が補助対象となります。
② 購入の場合
移設のための費用及び購入のための費用が補助対象となります。
ただし、旧工場の廃止工場対策事業では、新工場に売却した設備につい
ては、売却により得た対価を補助対象経費から差し引いてください。
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（再編実施後）
Ｑ27：新設、増設した設備で牛乳・乳製品以外の清涼飲料水、果汁、茶系飲料
を製造しても問題ないのですか。その場合牛乳・乳製品の製造割合の最
低基準がありますか。
Ａ27：計画段階で、牛乳・乳製品及びその他飲料の製造割合を計算しますが、
牛乳乳製品の製造割合は原則として 60%以上必要です。また、牛乳乳製
品の製造割合に応じて補助額が決定されます。なお、設備稼働後、機構
が定める処分制限期間を満了するまでは、補助により取得した財産の処
分等については、届出等が必要となります。
Ｑ28：補助金の交付を受けた後、市場の需給動向の変動に対応するため、設定
した牛乳・乳製品の製造割合を変更するのは可能ですか。
Ａ28：可能ですが、製造割合の変更に伴い、補助金の返還等が生ずる場合があ
りますので、個別にご相談ください。
Ｑ29：再編事業を実施後、初年度決算において減価償却費が膨らみ経営が悪化
することが想定されるが、税制面での優遇される措置はあるのですか。
Ａ29：再編事業に特化した税制優遇措置はありませんが、一般的に中小企業に
対する税制優遇措置はあります。

（資金関連）
Ｑ30：再編に必要な資金を、どのように手当てをすればよいのでしょうか
Ａ30：この事業を利用して再編合理化をすれば、条件により事業費の 5 分の 1
〜3 分の 1 が補助対象となります。また補助残について日本政策金融公
庫から低利の融資が受けられます。ただ、再編後の円滑な事業運営、返
済を考えた場合、自己資金を多く準備したほうがよいでしょう。

（事務手続き）
Ｑ31：県域をまたがった場合の相談、申請書類の流れはどうなるのですか。
Ａ31：それぞれの県の畜産担当課に相談し、書類もそれぞれ提出することにな
ります。
Ｑ32：間接補助事業の場合、県の団体が事業実施主体になれると聞きましが、
どういう団体が可能なのでしょうか。
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Ａ32：例えば、都道府県事業協同組合、農協又は農協連などです。また当該県
にそのような組織がない場合は、中央の公益法人でも実施可能です（全
国農協乳業協会、全国乳業協同組合連合会、日本乳業協会など）。
Ｑ33：再編事業を実施する場合、都道府県協議会が乳業再編実行計画を作成す
ることになっていますが、どういう手続き、方法をとればよいのですか。
Ａ33：再編事業に取組む場合、都道府県、生産者団体及び乳業関係団体等構成
する都道府県協議会において、都道府県酪肉近代化計画に則した乳業再
編実行計画を作成することになります。この場合、都府県協議会は、乳
業再編全国協議会の委託を受けて行うことも可能ですので、全国協議会
にその旨連絡してください。計画作成のための経費については、全国協
議会が支出することができます。
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８．問い合わせ先
乳業再編に関して、知りたいことや、相談したいことがありましたら、各都道
府県の担当窓口に連絡してください。
都道府県
問い合わせ先
電話番号
011-204-5438
北海道
農政部・畜産振興課
青森県
農林水産部・畜産課
017-734-9495
岩手県
農林水産部・流通課
019-629-5735
宮城県
農林水産部・畜産課
022-211-2851
秋田県
農林水産部・農畜産振興課
018-860-1809
山形県
農林水産部・畜産課
023-630-2473
福島県
農林水産部・畜産課
024-521-7365
029-301-3993
茨城県
農林水産部・畜産課
028-623-2347
栃木県
農政部・畜産振興課
027-226-3106
群馬県
農政部・畜産課
048-830-4193
埼玉県
農林部・畜産安全課
043-223-2927
千葉県
農林水産部・畜産課
03-5320-4843
東京都
農林水産部・農業振興課
045-210-4511
神奈川県
環境農政部・畜産課
025-280-5304
新潟県
農林水産部・食品流通課
076-444-8816
富山県
農林水産部・農産食品課
076-225-1623
石川県
農林水産部・生産流通課
0776-20-0439
福井県
農林水産部・園芸畜産課
055-223-1606
山梨県
農政部・畜産課
026-235-7233
長野県
農政部・園芸畜産課
058-272-8449
岐阜県
農政部・畜産課
054-221-2705
静岡県
農林業局・畜産振興室
052-954-6426
愛知県
農林水産部・畜産課
059-224-2541
三重県
農水商工部・畜産振興グループ
077-528-3855
滋賀県
農政水産部・畜産課
075-414-4981
京都府
農林水産部・畜産課
06-6944-6753
大阪府
環境農林水産部・流通対策室
078-362-3453
兵庫県
農政環境部・畜産課
0742-27-7450
奈良県
農林部・畜産課
073-441-2920
和歌山県
農林水産部・農業生産局・畜産課
0857-26-7289
鳥取県
農林水産部・畜産課
0852-22-5136
島根県
農林水産部・農畜産振興課
086-226-7429
岡山県
農林水産部・畜産課
082-513-3598
広島県
農林水産部・畜産課
083-933-3430
山口県
農林水産部・畜産振興課
088-621-2418
徳島県
農林水産部・畜産課
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香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

農政水産部・畜産課
農林水産部・畜産課
農林振興部・畜産振興課
農林水産部・畜産課
生産振興部・畜産課
農林部・畜産課
農林水産部・畜産課
農林水産部・畜産振興課
農政水産部・畜産課
農政部・畜産課
農林水産部・畜産課

087-832-3247
089-912-2575
088-821-4553
092-643-3496
0952-25-7121
095-895-2954
096-333-2397
097-506-3674
0985-26-7138
099-286-3216
098-866-2269

その他、全体に関して以下のところに問い合わせることもできます。
03-5577-6151
（社）全国農協乳業協会
総務グループ
03-5275-5921
全国乳業協同組合連合会
03-3261-9163
（社）日本乳業協会
企画広報部
（サポートチームの連絡先でもあります）
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乳業再編全国協議会

事務局 社団法人 日本乳業協会
〒102-0073
東京都千代田区九段北 1−14−19
TEL 03-3261-9163
FAX 03-3261-9175

乳業会館

