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様式第二十一（第１３条関係） 

 
認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

 令和 3年 2月 26日 

 

２．認定事業者名 

 西部ガス株式会社 

 

３．認定事業再編計画の目標 

（１）事業再編に係る事業の目標 

（価値観） 

西部ガス株式会社（以下「西部ガス」という。）グループは、ガスエネルギー事業
を中核とした上で、ガスエネルギー以外の事業の拡大にも注力し、事業構造の多様

化・強靭化に向けたグループ変革を進めてきました。 

当社を取り巻く環境は、少子高齢化の進展による市場の縮小に加え、電力・ガス

小売全面自由化によるエネルギー競争の激化などにより今後一層厳しさを増してい

くことが想定されます。 

このような事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応しながら、グループ価値の更な
る拡大を図り、より強固なお客さまからの信頼を獲得していくことで、当社グルー

プの持続的な成長を実現していきたいと考えております。 

 

（ビジネスモデル） 

これまで当社グループは、福岡・北九州、熊本、長崎、佐世保という４つのエリ

アにおいてエネルギー供給事業を行ってきましたが、いずれのエリアにおいても、

都市ガスの供給は西部ガス、LP ガスの供給は西部ガスエネルギー、都市ガスの検針

や点検は西部ガス・カスタマーサービスというように、別々の会社が機能毎にその

役割を担ってきました。 

これまでも事業を行うエリアごとに地域特性の違いはありましたが、想定される

人口減少・少子高齢化の度合いはエリアごとに大きく異なり、今後、地域特性の違

いはより大きくなっていくことが想定されます。 
そこで、当社グループは地域特性に応じた事業運営をより深化させることを目的

に、福岡・北九州においては、従来通り、都市ガスの供給は西部ガス、LP ガスの供

給は西部ガスエネルギー、都市ガスの検針は西部ガス・カスタマーサービスが担う

こととし、比較的市場規模の小さい熊本・長崎・佐世保エリアにおいては、「西部ガ

ス熊本」、「西部ガス長崎」、「西部ガス佐世保」の 3 社（以下「地域会社」という）

を設立し、西部ガス、西部ガスエネルギー、西部ガス・カスタマーサービスに分散

するお客さま接点機能を集約することとしました。各社はそれぞれの地域特性に応

じ、地域に根差した事業体制を構築し、効率的な事業運営とサービス品質の向上を

目指していきます。 

 

（戦略） 

比較的市場規模が大きく成長性も見込める福岡・北九州エリアにおいては、機能
別に事業を行っている西部ガス、西部ガスエネルギー、西部ガス・カスタマーサー

ビスが、その専門性を高め、エネルギーと組み合わせて提供する付加価値を向上し、

サービス内容の高度化を通じて競争力を高めることで、グループとしての成長を目

指していきます。 

比較的市場規模が小さなエリアで事業を行う地域会社は、これまで都市ガス・LP

ガスというガス種の違いでそれぞれ別々に構築してきた営業、検針、点検、受付等

の体制を一元化して効率性の向上を図り、お客さまからのご要望にワンストップで

お応えできる体制を整備することでサービス品質の向上に努めます。 
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（持続可能性・成長性） 

福岡エリアは人口増加が予想される成長性が見込める市場であり、取扱商材を拡
大し提案の幅を広げることで、提供する付加価値の向上、サービス内容の高度化を

通じて競争力を強化し、売上拡大を実現していきます。 

地域会社は、機能別に異なる会社が事業運営を行っていることから生じているグ

ループ内の重複機能を集約し、ノウハウの共有や効率化、サービス品質の向上を図

りながら短期的な事業の持続可能性を高めていきます。 

中長期的には、より地域に密着し、地域の他企業や地元行政との協業を通じて地

域課題の解決に取り組むことで「地元になくてはならない会社」になり、持続可能

性を高めていきたいと考えています。 

 

（ガバナンス） 

今回申請する再編と同時に当社グループは純粋持株会社体制に移行します。純粋

持株会社である「西部ガスホールディングス」が、再編各社の親会社として、事業
の状況を監督し、計画を着実に実行していけるようガバナンスを発揮していきます。 

 

以上の取り組みにより、生産性の向上並びに付加価値創造を図り、当社グループの

更なる価値向上を目指します。 

 

（２）生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 
（成果と重要な成果指標（KPI）） 

事業再編計画終了年度である 2023年度の従業員 1人あたり付加価値額の値を、基

準年度である 2019年度に比べて各社以下の通り向上させることを目標とします。 

単位：百万円／人 

 
西部ガス(株) 西部ガス熊本(株) 西部ガス長崎(株) 西部ガス佐世保(株) 

基準年度 

2019年度 
17.3 9.0 9.9 4.4 

終了年度 

2023年度 
20.4 11.3 12.2 9.4 

増加率 ＋17％ ＋25％ ＋22％ ＋112％ 

 

財務内容の健全性の向上としては、2023 年度において各社の有利子負債キャッシ

ュフロー倍率及び経常収支比率を以下の通りすることを目標とします。 

 

【有利子負債キャッシュフロー倍率】 

単位：倍 

 
西部ガス(株) 西部ガス熊本(株) 西部ガス長崎(株) 西部ガス佐世保(株) 

終了年度 

2023年度 
5.1 4.7 4.6 9.2 

 

 

【経常収支比率】 

 
西部ガス(株) 西部ガス熊本(株) 西部ガス長崎(株) 西部ガス佐世保(株) 

終了年度 

2023年度 
110.1 105.1 111.8 107.7 

 

 

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 
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（１）事業再編に係る事業の内容 

①計画の対象となる事業 
一般ガス導管事業、福岡・北九州エリアにおけるガス小売事業、ガス製造事業、

電気供給事業、液化天然ガス販売事業、並びにこれらに付帯関連する事業 

熊本・長崎・佐世保エリアにおける、ガス小売事業、液化石油ガス販売事業、並び

にこれらに付帯関連する事業      

 

 <選定の理由> 

福岡・北九州エリアは、今後成長が期待できる市場であり、付加価値の拡大、サ

ービス内容の高度化による競争力の強化が必要です。そのため、ガス・電気・LNGと

いうエネルギーをベースに、これに組み合わせるサービス・商材を提供できる体制

構築という観点から計画の対象となる事業を選定しました。 

熊本・長崎・佐世保エリアは、今後の市場規模の縮小が予想されており、そのよ

うな環境の中で事業を維持・発展させていくためには、お客さまとの接点をより強
化し、地域に密着していかなければなりません。そのため、当社グループ内に分散

している「お客さま接点の機能」を集約しサービス水準を上げていく観点から計画

の対象となる事業を選定しました。 

また、エリアに関わらず、当社グループの事業を支える基盤インフラである一般

ガス導管事業やガス製造事業についても重要な事業として対象に選定しました。 

 
②実施する事業の構造の変更と分野又は方式の変更の内容 

西部ガス分割準備会社（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスに商号変更予定）について

は、西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングスに商号変更予定）か

ら、一般ガス導管事業、福岡・北九州のガス小売事業、ガス製造事業、電気供給事

業、液化天然ガス販売事業、並びにこれらに付帯関連する事業を承継し、ガス・電

気・LNGに様々なサービス・商材を組み合わせてお客さまに提供する付加価値の拡大

に取り組みます。 

地域会社については、西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングス

に商号変更予定）から各地区の都市ガスの販売事業を、西部ガスエネルギーから各

地区の LPガスの販売事業および点検等の需要家サービスを、西部ガス・カスタマー

サービスから各地区の都市ガスの点検等の需要家サービスを承継することで、ガス

種に拘わらずお客さまのご要望にワンストップでお応えし、サービス水準の向上が
期待できる体制を整備します。グループ内の重複機能を集約しノウハウの共有や効

率化を図りながら、お客さまとの接点を強化することで、縮小が見込まれる市場に

おいても持続的な成長が可能になると考えます。 

また、当該事業分野はいずれも過剰供給構造になく、さらに一般消費者及び関連

事業者の利益を不当に害する恐れがあるものではありません。 

 

（事業の構造の変更） 

・西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングスに商号変更予定）が有

する一般ガス導管事業、福岡・北九州のガス小売事業、ガス製造事業、電気供給

事業、液化天然ガス販売事業、並びにこれらに付帯関連する事業を西部ガス分割

準備会社（2021年 4月 1日付で西部ガスに商号変更予定）に承継します。 

（分割会社） 
名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス分割準備株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 
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分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：490,000,000円 
発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールディングス株式会社（2021 年 4 月

1日付で西部ガス株式会社から商号変更予定） 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングスに商号変更予定）が有

する熊本地区のガス小売事業及びこれに付帯関連する事業を西部ガス熊本に承継

します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000円 
（承継会社） 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 

代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 
発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールディングス株式会社（2021 年 4 月

1日付で西部ガス株式会社から商号変更予定） 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングスに商号変更予定）が有

する長崎地区のガス小売事業及びこれに付帯関連する事業を西部ガス長崎に承継

します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000円 
（承継会社） 

名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールディングス株式会社（2021 年 4 月

1日付で西部ガス株式会社から商号変更予定） 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガス（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングスに商号変更予定）が有

する佐世保地区のガス小売事業及びこれに付帯関連する事業を西部ガス佐世保に
承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス佐世保株式会社 
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住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 
分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールディングス株式会社（2021 年 4 月

1日付で西部ガス株式会社から商号変更予定） 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガスエネルギーが有する熊本地区の液化石油ガス販売事業及びこれに付帯関

連する事業を西部ガス熊本に承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 

住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 
資本金：480,000,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 

代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000円 
分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガスエネルギーが有する長崎地区の液化石油ガス販売事業及びこれに付帯関

連する事業を西部ガス長崎に承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 

住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 

資本金：480,000,000円 

（承継会社） 
名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガスエネルギーが有する佐世保地区の液化石油ガス販売事業及びこれに付帯

関連する事業を西部ガス佐世保に承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 
住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 

資本金：480,000,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス佐世保株式会社 

住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 

分割前の資本金：10,000,000円 
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分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 
分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガス・カスタマーサービスが有する熊本地区の一切の事業を西部ガス熊本に

承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 
代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 
・西部ガス・カスタマーサービスが有する長崎地区の一切の事業を西部ガス長崎に

承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000円 

（承継会社） 

名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000円 
分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 

分割予定日：2021年 4月 1日 

 

・西部ガス・カスタマーサービスが有する佐世保地区の一切の事業を西部ガス佐世

保に承継します。 

（分割会社） 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000円 

（承継会社） 
名称：西部ガス佐世保株式会社 

住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 

分割前の資本金：10,000,000円 

分割後の資本金：310,000,000円 

発行する株式を引き受ける者：なし 

分割予定日：2021年 4月 1日 
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（事業の分野又は方式の変更） 

福岡・北九州の西部ガスについては、ガス・電気・LNGというエネルギーをベース
に、これに組み合わせるサービス・商材を増やし、付加価値の拡大、サービス内容

の高度化によって競争力の強化を図ります。 

熊本・長崎・佐世保の地域会社については、「都市ガスの営業」と「LPガスの営業」、

「都市ガスの点検」と「LP ガスの点検」といった従来のガス種別、機能別の業務運

営を改め、ガス種を問わない「都市ガス・LPガスの営業」や「都市ガス・LPガスの

点検」を同じ従業員が担うことにより効率化を図ります。 

 

（２）事業再編を行う場所の住所  

  福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

西部ガス株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス分割準備株式会社から商号変更予定） 

本社 

 
熊本市中央区萩原町 14番 10号 

西部ガス熊本株式会社 本社 

 

長崎市御船蔵町 1番 1号 

西部ガス長崎株式会社 本社 

 
長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

西部ガス佐世保株式会社 本社 

 

（３）関係事業者・外国関係法人に関する事項 

以下の 4 社は、西部ガス株式会社（2021 年 4 月 1 日付で西部ガスホールディングス

に商号変更予定）が発行株式のすべてを保有する関係事業者に該当します。 

 

西部ガス分割準備株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス株式会社に商号変更予定） 

西部ガス熊本株式会社 

西部ガス長崎株式会社 

西部ガス佐世保株式会社 

 
（４）事業再編を実施するための措置の内容 

別表１のとおり 

 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 

開始時期：２０２１年４月 

終了時期：２０２４年３月 

 

６．事業再編に伴う労務に関する事項  
（１）事業再編の開始時期の従業員数（2021年 4月時点） 

 西部ガス株式会社                   0名 

  (2021年 4月 1日付で「西部ガスホールディングス株式会社」へ商号変更予定) 

 西部ガスエネルギー               362名 

 西部ガス・カスタマーサービス    472名 

西部ガス分割準備株式会社    1,475名 

(2021年 4月 1日付で「西部ガス株式会社」へ商号変更予定) 

 西部ガス熊本株式会社         0名 

 西部ガス長崎株式会社        0名 

 西部ガス佐世保株式会社       0名 

 

（２）事業再編の終了時期の従業員数（2024年 3月末時点） 
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 西部ガス株式会社                 161名 

  (2021年 4月 1日付で「西部ガスホールディングス株式会社」へ商号変更予定) 
 西部ガスエネルギー               287名 

 西部ガス・カスタマーサービス     377名 

西部ガス分割準備株式会社    1,114名 

(2021年 4月 1日付で「西部ガス株式会社」へ商号変更予定) 

 西部ガス熊本株式会社       144名 

 西部ガス長崎株式会社       156名 

 西部ガス佐世保株式会社      92名 

 

（３）新規に採用される従業員数（2021年 4月から 2024年 3月までの期間） 

西部ガス株式会社                   0名 

  (2021年 4月 1日付で「西部ガスホールディングス株式会社」へ商号変更予定) 

 西部ガスエネルギー               33名 
 西部ガス・カスタマーサービス    53名 

  西部ガス分割準備株式会社     159名 

(2021年 4月 1日付で「西部ガス株式会社」へ商号変更予定) 

 西部ガス熊本株式会社        13名 

 西部ガス長崎株式会社        12名 

 西部ガス佐世保株式会社       8名 

 

（４）事業再編に伴い出向または解雇される従業員数（2021年 4月から 2024年 3月までの

期間） 

出向予定人員数           715名 

 転籍予定人員数            0名 

 解雇予定人員数            0名 
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別表１ 

 １．事業構造の変更、事業の分野又は方式の変更の内容、期待する支援措置 

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 

法第２条第１１項第１号

の内容 

  

 ロ 会社の分割 ① 分割会社 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス分割準備株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：490,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールデ

ィングス株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス

株式会社から商号変更予定） 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

租税特別措置法第

80 条第 1 項第 3 号

（認定事業再編計画

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 6 号

（会社分割に伴う不

動産の所有権の移

転登記等の税率の

軽減） 

① 分割会社 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 

代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールデ

ィングス株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス

株式会社から商号変更予定） 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

① 分割会社 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールデ

ィングス株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス

株式会社から商号変更予定） 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 
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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 

法第２条第１１項第１号

の内容 

  

 ロ 会社の分割 ① 分割会社 

名称：西部ガス株式会社 

住所：福岡市博多区千代一丁目 17番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 道永 幸典 

資本金：20,629,790,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス佐世保株式会社 

住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：西部ガスホールデ

ィングス株式会社（2021年 4月 1日付で西部ガス

株式会社から商号変更予定） 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

租税特別措置法第

80 条第 1 項第 3 号

（認定事業再編計画

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 6 号

（会社分割に伴う不

動産の所有権の移

転登記等の税率の

軽減） 

① 分割会社 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 

住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5 番 1

号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 

資本金：480,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 

代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

① 分割会社 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 

住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5 番 1

号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 

資本金：480,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 
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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 

法第２条第１１項第１号

の内容 

  

  ① 分割会社 

名称：西部ガスエネルギー株式会社 

住所：福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 5 番 1

号 

代表者の氏名：代表取締役社長 金井 昌道 

資本金：480,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス佐世保株式会社 

住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

租税特別措置法第

80 条第 1 項第 3 号

（認定事業再編計画

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 6 号

（会社分割に伴う不

動産の所有権の移

転登記等の税率の

軽減） 

① 分割会社 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス熊本株式会社 

住所：熊本市中央区萩原町 14番 10号 

代表者の氏名：代表取締役社長 木下 貴夫 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

① 分割会社 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス長崎株式会社 

住所：長崎市御船蔵町 1番 1号 

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 洋介 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 
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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 

法第２条第１１項第１号

の内容 

  

  ① 分割会社 

名称：西部ガス・カスタマーサービス株式会社 

住所：福岡市東区東浜一丁目 10番 75号 

代表者の氏名：代表取締役社長 米倉 和久 

資本金：180,000,000 円 

② 承継会社 

名称：西部ガス佐世保株式会社 

住所：長崎県佐世保市万津町 7番 36号 

代表者の氏名：代表取締役社長 浦 義浩 

分割前の資本金：10,000,000 円 

分割後の資本金：310,000,000 円 

③ 発行する株式を引き受ける者：なし 

④ 分割予定日：2021年 4月 1日 

租税特別措置法第

80 条第 1 項第 3 号

（認定事業再編計画

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 6 号

（会社分割に伴う不

動産の所有権の移

転登記等の税率の

軽減） 

 

 

法第２条第１１項第２号

の要件 

  

 ハ 商品の新たな販

売の方式の導入又

は役務の新たな提

供の方式の導入に

より、商品の販売又

は役務の提供を著し

く効率化 

西部ガスについては、ガス・電気・LNG というエネルギ

ーをベースに、これに組み合わせるサービス・商材を

増やし、付加価値の拡大、サービス内容の高度化に

よって競争力の強化を図ります。 

地域会社については、「都市ガスの営業」と「LP ガス

の営業」、「都市ガスの点検」と「LP ガスの点検」といっ

た従来のガス種別、機能別の業務運営を改め、ガス

種を問わない「都市ガス・LP ガスの営業」や「都市ガ

ス・LP ガスの点検」を同じ従業員が担うことにより効率

化を図ります。 

 

  

２．その他支援措置についての内容 

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 

なし   

 


