
 
 

 

 

 

 

２００９年２月２７日 

東日本旅客鉄道株式会社 

ＪＲ東日本グループ事業の再編成について 

 

 JR 東日本グループでは、駅業務や車両の清掃整備業務の品質をより向上させ、生

活サービス事業の競争力を強化するため、以下のとおり、グループ会社の事業再編

成を行います。 

 

 

● 鉄道事業における駅業務と地域に密着した生活サービス事業（駅構内店舗・駅ビル等）を総

合的に行っているグループ会社について、各生活サービス事業を、専門的に運営しているグ

ループ会社にそれぞれ移管します（吸収分割）。そのうえで、駅業務を、駅舎清掃・車両の清

掃整備業務を専門に行うグループ会社へ統合いたします（吸収合併）。 

 

統合後の会社の概要は以下のとおりです。 

会社の概要 統合後の会社名 

首都圏エリアの駅舎清掃・駅業務受託会社 ㈱東日本環境アクセス 

高崎エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務受託会社 JR 高崎鉄道サービス(株)（予定） 

水戸エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務受託会社 JR 水戸鉄道サービス(株)（予定） 

千葉エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務受託会社 JR 千葉鉄道サービス(株)（予定） 

 

● 在来線の車両清掃整備業務を行う東日本鉄道整備(株)について、同様の業務を行う関東車
両整備(株)へ統合いたします（吸収合併）。 

 

統合後の会社の概要は以下のとおりです。 

会社の概要 統合後の会社名 

首都圏エリアの在来線車両清掃整備受託会社 (株)JR 東日本運輸サービス(予定)

 

● 事業移管及び統合の期日はいずれも 2009 年 4 月 1日を予定しております。 
 

 



その他事業

鉄道事業
【車両清掃整備等】

鉄道事業鉄道事業
【駅業務】

生活サービス
【各種事業】

生活サービス事業 (注)

統合(吸収合併)

※(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ宇都宮企画開発より移管

注：再編により移管される
主な事業のみを記載

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ東京企画開発

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ神奈川企画開発

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙかいじ企画開発

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ宇都宮企画開発

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ高崎商事

(株)水戸サービス開発

京葉企画開発(株)

ちば開発(株)

東日本鉄道整備(株)

(株)JR東日本ﾘﾃｰﾙﾈｯﾄ
【物販事業等】

(株)日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
【飲食事業等】

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ(株)
【飲食事業等】

(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発
【不動産賃貸事業等】

東京圏駅ビル開発(株)
【駅ビル事業等】

(株)横浜ｽﾃｰｼﾖﾝﾋﾞﾙ
【駅ビル事業等】

湘南ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ(株)
【駅ビル事業等】

宇都宮ｽﾃｰｼｮﾝ開発(株)
【不動産賃貸事業等】

水戸ｽﾃｰｼｮﾝ開発(株)
【物販事業等】

(株)千葉ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ
【駅ビル事業等】

日本ﾎﾃﾙ(株)
【ホテル事業等】

高崎ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ(株)
【ホテル事業等】

東北総合ｻｰﾋﾞｽ(株)
【物販事業等】

(株)東日本環境アクセス
【駅舎清掃等】

(株)東日本環境アクセス
【駅舎清掃・駅業務等】

高崎鉄道整備(株)
【駅舎清掃・車両清掃整備等】

ＪＲ高崎鉄道サービス(株)（予定）
【駅舎清掃･車両清掃整備・駅業務等】

水戸鉄道整備(株)
【駅舎清掃･車両清掃整備等】

ＪＲ水戸鉄道サービス(株)（予定）
【駅舎清掃･車両清掃整備・駅業務等】

千葉車輛整備(株)
【駅舎清掃・車両清掃整備等】

ＪＲ千葉鉄道サービス(株)（予定）
【駅舎清掃･車両清掃整備・駅業務等】

関東車両整備(株)
【車両清掃整備等】

(株)ＪＲ東日本運輸サービス（予定）
【車両清掃整備等】

【別紙】

(株)JR東日本ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
【印刷・特殊加工事業等】

事業移管(吸収分割)

ＪＲ東日本グループ

統合後

統合後

統合後

統合後

統合後



 
【参考】分割承継会社の概要 
●生活サービス事業、その他事業 

商号 (株)JR東日本ﾘﾃｰﾙﾈｯﾄ (株)日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) 

所在地 
東京都新宿区 

西新宿二丁目 3番 1号 
東京都港区 

高輪二丁目 19番 13号 
東京都北区 

田端六丁目 1番 1号 
資本金 3,855百万円 731百万円 721百万円 
主な 
事業内容 

物販事業等 
弁当類の製造及び販売、 

飲食事業等 
飲食事業等 

商号 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発 東京圏駅ﾋﾞﾙ開発(株) (株)横浜ｽﾃｰｼﾖﾝﾋﾞﾙ 

所在地 
東京都渋谷区 

代々木二丁目 2番 2号 
東京都渋谷区 

恵比寿四丁目 1番 18号 
神奈川県横浜市西区 
南幸一丁目 1番 1号 

資本金 1,450百万円 1,630百万円 200百万円 
主な 
事業内容 

不動産賃貸事業等 駅ビル事業等 駅ビル事業等 

商号 湘南ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ(株) 宇都宮ｽﾃｰｼｮﾝ開発(株) 水戸ｽﾃｰｼｮﾝ開発(株) 

所在地 
神奈川県平塚市 
宝町 1番 1号 

栃木県宇都宮市 
川向町 1番 23号 

茨城県水戸市 
宮町一丁目 1番 1号 

資本金 200百万円 1,230百万円 500百万円 
主な 
事業内容 

駅ビル事業等 駅ビル事業等 駅ビル事業等 

商号 (株)千葉ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ 日本ﾎﾃﾙ(株) 高崎ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ(株) 

所在地 
千葉県千葉市中央区 
新千葉一丁目 1番 1号 

東京都豊島区 
西池袋一丁目 6番 1号 

群馬県高崎市 
八島町 222番地 

資本金 200百万円 4,000百万円 780百万円 
主な 
事業内容 

駅ビル事業等 ホテル事業等 ホテル事業、駅ビル事業等 

商号 東北総合ｻｰﾋﾞｽ(株) (株)JR東日本ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

所在地 
宮城県仙台市青葉区 
中央一丁目 1番 1号 

東京都渋谷区 
代々木二丁目 2番 2号 

資本金 490百万円 100百万円 
主な 
事業内容 

物販事業、飲食事業、 
駅ビル事業、不動産賃貸事業等 

制服の在庫管理、配送･回収、 
印刷・特殊加工事業 

 



 
【参考】合併当事会社の概要 
●首都圏エリアの駅舎清掃・駅業務等 

(株)ジェイアール 
東京企画開発 

(株)ジェイアール 
神奈川企画開発 

(株)ジェイアール 
かいじ企画開発 

(株)ジェイアール 
宇都宮企画開発 商号 

被合併会社 被合併会社 被合併会社 被合併会社 

所在地 
東京都台東区 

上野七丁目 1番 1号 

神奈川県横浜市西区 
平沼一丁目 
40番 26号 

東京都八王子市 
旭町 1番 1号 

埼玉県さいたま市 
大宮区錦町 427番地 

資本金 120百万円 370百万円 350百万円 200百万円 

主な事業内容 

物販事業、飲食事業、
駅ビル事業、 
不動産賃貸事業、 
駅業務等 

物販事業、飲食事業、
駅ビル事業、 
不動産賃貸事業、 

駅業務等 

物販事業、飲食事業、
不動産賃貸事業、 

駅業務等 

物販事業、飲食事業、
不動産賃貸事業、 

駅業務等 

(株)東日本環境アクセス 
商号 

合併存続会社 
所在地 東京都台東区東上野三丁目 4番 12号 
資本金 120百万円 

主な事業内容 駅舎清掃、車両清掃、リサイクル事業等 
合併後所在地 東京都台東区東上野三丁目 4番 12号 
合併後資本金 120百万円 
合併後の 
主な事業内容 

駅舎清掃、車両清掃、駅業務、リサイクル事業等 

合併後商号 (株)東日本環境アクセス 
 

●高崎エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務等 
(株)ジェイアール高崎商事 高崎鉄道整備(株) 

商号 
被合併会社 合併存続会社 

所在地 群馬県高崎市下和田町五丁目 3番 21号 群馬県高崎市井野町 106番地 11 
資本金 490百万円 10百万円 

主な事業内容 
物販事業、飲食事業、不動産賃貸事業、 

駅業務等 
駅舎清掃、車両清掃整備等 

合併後所在地 群馬県高崎市下和田町五丁目 3番 21号 
合併後資本金 10百万円 
合併後の 
主な事業内容 

駅舎清掃、車両清掃整備、駅業務等 

合併後商号 JR高崎鉄道サービス(株)（予定） 
 



 
●水戸エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務等 

(株)水戸サービス開発 水戸鉄道整備(株) 
商号 

被合併会社 合併存続会社 
所在地 茨城県水戸市中央一丁目 3番 38号 ﾋﾞﾎﾞｳﾋﾞﾙ 4階 茨城県水戸市南町三丁目 4番 57号 
資本金 360百万円 10百万円 

主な事業内容 
物販事業、飲食事業、駅ビル事業、 

不動産賃貸事業、駅業務等 
駅舎清掃、車両清掃整備等 

合併後所在地 茨城県水戸市南町三丁目 4番 57号 
合併後資本金 10百万円 
合併後の 
主な事業内容 

駅舎清掃、車両清掃整備、駅業務等 

合併後商号 JR水戸鉄道サービス(株)（予定） 
 

●千葉エリアの駅舎清掃・車両清掃整備・駅業務等 
京葉企画開発(株) ちば開発(株) 千葉車輛整備(株) 

商号 
被合併会社 被合併会社 合併存続会社 

所在地 
千葉県千葉市中央区新千葉一丁目

6番 1号 千葉駅ビル第二別館内 
千葉県千葉市中央区 
弁天一丁目 19番 5号 

千葉県千葉市中央区弁天一丁

目 5番 1号 白樺ビル 10階 
資本金 370百万円 50百万円 12百万円 

主な事業内容 
物販事業、飲食事業、駅ビル事業、
不動産賃貸事業、駅業務等 

物販事業、飲食事業、 
不動産賃貸事業等 

駅舎清掃、車両清掃整備等 

合併後所在地 千葉県千葉市中央区弁天一丁目 5番 1号 白樺ビル 10階 
合併後資本金 12百万円 
合併後の 
主な事業内容 

駅舎清掃、車両清掃整備、駅業務等 

合併後商号 JR千葉鉄道サービス(株)（予定） 
 

●在来線の車両清掃整備等 
東日本鉄道整備(株) 関東車両整備(株) 

商号 
被合併会社 合併存続会社 

所在地 東京都千代田区岩本町三丁目 8番 16号 東京都中央区日本橋室町四丁目 3番 16号 
資本金 38.6百万円 38百万円 

主な事業内容 車両清掃整備等 車両清掃整備等 
合併後所在地 東京都中央区日本橋室町四丁目 3番 16号 
合併後資本金 38百万円 
合併後の 
主な事業内容 

車両清掃整備等 

合併後商号 (株)JR東日本運輸サービス（予定） 
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