
2020年 7 月吉日 

各     位 

 

大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5 号 

小西医療器株式会社  

代表取締役社長  堤田 宏 

大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5 号 

小西共和ホールディング株式会社  

代表取締役      北村 雅温 

広島県福山市明神町二丁目 12番 15号 

共和医理器株式会社  

代表取締役社長  丸谷 幸一 

 

グループ会社間の吸収合併に関するお知らせ 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度弊社グループでは、2020年 10 月１日をもちまして、小西医療器株式会社を存続会社、

親会社である小西共和ホールディング株式会社及びその子会社である共和医理器株式会社を消滅会社

とする吸収合併を行うことといたしました。 

今般の合併により、企業規模および事業ドメインの拡大に加え、経営の効率化等によるシナジー効

果の発揮を通じて、お客様により一層のサービスの向上を図って参ります。 

何卒、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

       謹白 

記 

  

１.合併当事会社の概要（2020年 6月 30日現在） 

 

（1）名称 小西医療器株式会社 

（存続会社） 

小西共和ホールディング 

株式会社（消滅会社） 

共和医理器株式会社 

（消滅会社） 

（2）本店所在地 大阪市中央区内淡路町二丁

目 1番 5号 

大阪市中央区内淡路町二丁

目 1番 5号 

広島県福山市明神町二丁目 

12番 15号 

（3）代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長  堤田 宏 代表取締役 北村 雅温 代表取締役社長 丸谷 幸一 

（4）事業内容 医療用機器及び器具の販売 事業子会社の経営管理全般 医療用機器及び器具の販売 

（5）資本金 5,000万円 9,000万円 4,000万円 

（6）創業 1946年 3月 2007年 9月 1969年 4月 

（7）株主状況 小西共和ホールディング株

式会社 

持株比率 100％ 

シップヘルスケアホールデ

ィングス株式会社 

持株比率 100％ 

小西共和ホールディング株式

会社 

持株比率 100％ 

 

  



 

２.吸収合併の要旨 

 （1）吸収合併の日程 

     合併契約締結（合併当事会社間）  2020年 3月 18日 

 

     合併期日（効力発生日）      2020年 10 月 1日（予定） 

 

（2）合併方式 

     小西医療器を存続会社とする吸収合併方式です。 

 

３．合併後の状況 

 

  存続会社の商号、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はございません。 

 

４．各種手続きに関して 

  

（別紙）「各種手続きのご案内」のご確認をお願い致します。 

お取引、ご請求、お支払いなどに関するお問い合わせにつきましては、引き続き、現行

の各担当者までお問い合わせ願います。  

 

５．本件問い合わせ先 

住 所：大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5号 

T E L：06-6941-1369  

担 当：小西医療器株式会社 管理本部 

 

住 所：広島市西区商工センター二丁目 1 番 2号 

T E L：082-270-1510  

担 当：共和医理器株式会社 総務室 

 

以 上 



（別紙） 

【各種手続きのご案内】 

  

今回の合併に伴いまして、2020年 10月 1日以降は、小西医療器株式会社が共和医理器株式会社の業

務全般を引き継ぎいたします。なお、2020年 10月 1日以降のお取引につきましては、下記に記載の

通りとさせていただきます。お手数をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

１．事業所名の変更について 

2020年 10月 1日以降、現在の共和医理器株式会社の各拠点の事業所名を下記の通り変更し、業

務を継続いたします。  

 

現）名 称 新）名 称 

共和医理器株式会社 福山支店 小西医療器株式会社 福山営業所 

共和医理器株式会社 福山物流センター 小西医療器株式会社 山陽物流センター 

共和医理器株式会社 福山ＳＰＤセンター 小西医療器株式会社 福山ＳＰＤセンター 

共和医理器株式会社 広島支店 小西医療器株式会社 広島営業所 

共和医理器株式会社 愛媛支店 松山営業所 小西医療器株式会社 松山営業所 

共和医理器株式会社 愛媛支店 今治営業所 小西医療器株式会社 今治営業所 

共和医理器株式会社 岡山営業所 小西医療器株式会社 岡山営業所 

※１名称のみが変更となります。 

現状の住所、電話番号、FAX番号に変更はございません。 

※２共和医理器広島支店は、以前より小西医療器広島営業所と同じ建物内に事務所を設けております。  

 

２．お取引について 

(1) 2020年 10月 1 日以降の物品（賃貸契約・請負契約等含む）売買契約の当事者は、共和医理

器株式会社から小西医療器株式会社に変更となります。 

(2) 2020年 9月 30 日迄に共和医理器株式会社と締結いただいた契約につきましては、諸手続き

を経ることなく小西医療器株式会社がこれを引き継がせていただきます。 

 

３. お取引条件について（当方からの支払関係） 

(1) お取引条件は原則現行の条件を継承させていただきますが、小西医療器株式会社と共和医理

器株式会社の両社と取引がある場合、小西医療器株式会社の取引条件を適用させて頂きま

す。（但し、別途協議を行っている場合は、協議による条件を適用いたします） 

(2) 当方からの支払名義については以下のとおりとなります。  

振込：2020年 10月 1日以降、「小西医療器株式会社」名義でお支払いたします。 

電手：2020年 10月 1日以降、支払企業名は「小西医療器株式会社」となります。 

約束手形：2020年 10月 1日以降、振出人名は「小西医療器株式会社」となります。 

(3) 2020年 9月 30 日迄に共和医理器株式会社より支払済みの約束手形・電手等の未決済につき

ましては小西医療器株式会社が引き継ぎ決済いたします。  

(4) 2020年 9月 30 日迄の共和医理器株式会社としてのお取引分のお支払いにつきましては、支

払条件等考慮し区分してお支払いたします。 

その為、当方宛の請求書につきまして、締め日に関係なく 2020年 9月 30日までのお取引分

は「共和医理器株式会社」宛の請求書発行をお願いします。 

  当方に発行頂く領収書の宛名は、2020年 10月 1日以降、「小西医療器株式会社」の記載を

お願いいたします。 



 

４. お取引条件について（当方からの請求関係） 

(1) 当方から請求書については、締め日に関係なく 2020年 9月 30 日までのお取引分は「共和医

理器株式会社」として請求書発行いたします。 

(2) 当方にて発行する領収書名義は、2020年 10月 1日以降、「小西医療器株式会社」となりま

す。 

 

５．銀行口座名義について 

(1) 共和医理器株式会社の銀行口座につきましては、口座名義が「小西医療器株式会社」となり

ます。 

(2) みずほファクターに関する電手(電ペイ)の再登録、変更手続きは不要です。共和医理器株式

会社のお取引先につきましては、みずほファクターでの準備が整い次第（９月頃）、「登録手

続き完了のお知らせ」が、みずほファクターより送付されます。 

 

６．今後の契約締結について  

  貴社との取引に関しまして、今後、「小西医療器株式会社」として随時、ご案内をさせていただ

きます。 

   

７．合併に伴う関係書類について 

共和医理器株式会社の印章などを登録いただいておりますお客様及びお取引先会社様に対しまし

ては、今後「小西医療器株式会社」として手続きをさせて頂きます。 

必要書類などがございましたら、ご送付をお願いいたします。 

受領確認後、内容をご確認させていただいた上でご返送させていただきます。 

 

＊その他、ご不明の点がございましたら、下記までお問合わせくださいますようお願い申し

上げます。 

 

住 所：大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5号 

T E L：06-6941-1369  

担 当：小西医療器株式会社 管理本部 

 

住 所：広島市西区商工センター二丁目 1 番 2号 

T E L：082-270-1510  

担 当：共和医理器株式会社 総務室 

 

 

以  上 


