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連結子会社間の合併に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ファルコバイ

オシステムズと株式会社フレスコメディカル、株式会社ファルコバイオシステムズと株式

会社ファルコライフサイエンスを合併することを決議いたしましたので、以下のとおりお

知らせいたします。 
記 

１．本合併の目的 
  当社グループは、臨床検査事業の構造改革の一環として、周辺事業の整理統合により

経営の効率化を図ることを目的として当該連結子会社を各々合併することといたしま

した。 
２．株式会社ファルコバイオシステムズと株式会社フレスコメディカルの合併 
（１）合併の要旨 

    ① 合併の日程 
    合併決議取締役会     平成 27 年５月 12 日（当社） 

合併契約締結日      平成 27 年 7 月 28 日（合併当事会社 予定） 
    合併承認株主総会     平成 27 年 7 月 28 日（合併当事会社 予定） 
    合併期日（効力発生日）  平成 27 年 10 月１日（予定） 
    ② 合併の方式 
    株式会社ファルコバイオシステムズを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社 

フレスコメディカルは効力発生日に解散いたします。 
    ③ 合併に係る割当ての内容 
    当社の 100％子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはなく、合併によ

る新株発行および資本金の増加もありません。 
    ④ 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
    該当事項はありません。 



（２）合併当事者の概要 
 存続会社 消滅会社 
（１）商号 株式会社ファルコバイオシ

ステムズ 
株式会社フレスコメディカ

ル 
（２）本店所在地 京都市中京区河原町通二条

上る清水町 346 番地 
京都市左京区川端六筋東夷

川上ル秋築町 240 番地 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 平﨑 健治郎 代表取締役 野田 吉昭 
（４）事業内容 臨床検査受託業 医療用具・検査用消耗品の

販売 
（５）資本金 98 百万円 10 百万円 
（６）設立年月日 昭和 48 年６月１日 平成元年３月１日 
（７）発行済株式数 104,360 株 204 株 
（８）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
（９）大株主および持株比

率 
株式会社ファルコホールデ

ィングス 100％ 
株式会社ファルコホールデ

ィングス 100％ 
（10）純資産 313 百万円 100 百万円 
（11）総資産 8,384 百万円 295 百万円 
（12）売上高 25,260 百万円 1,157 百万円 

 
（３）合併後の状況 
（１）商号 株式会社ファルコバイオシステムズ 
（２）本店所在地 京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 平﨑 健治郎 
（４）事業内容 臨床検査受託業他 
（５）資本金 98 百万円 
（６）決算期 ３月 31 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．株式会社ファルコバイオシステムズと株式会社ファルコライフサイエンスの合併 
（１）合併の要旨 

    ① 合併の日程 
    合併決議取締役会     平成 27 年５月 12 日（当社） 

合併契約締結日      平成 28 年 7 月（合併当事会社 予定） 
    合併承認株主総会     平成 28 年 7 月（合併当事会社 予定） 
    合併期日（効力発生日）  平成 28 年 10 月１日（予定） 
    ② 合併の方式 
    株式会社ファルコバイオシステムズを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社 

ファルコライフサイエンスは効力発生日に解散いたします。 
    ③ 合併に係る割当ての内容 
    当社の 100％子会社と 100％孫会社の合併であるため、合併比率の取り決めはなく、

合併による新株発行および資本金の増加もありません。 
    ④ 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
    該当事項はありません。 
 
（２）合併当事者の概要 
 存続会社 消滅会社 
（１）商号 株式会社ファルコバイオシ

ステムズ 
株式会社ファルコライフサ

イエンス 
（２）本店所在地 京都市中京区河原町通二条

上る清水町 346 番地 
京都市左京区東竹屋町通川

端東入東竹屋町 63 番地２ 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 平﨑 健治郎 代表取締役 今井 一人 
（４）事業内容 臨床検査受託業 食品衛生検査受託等 
（５）資本金 98 百万円 40 百万円 
（６）設立年月日 昭和 48 年６月１日 平成４年 1 月 10 日 
（７）発行済株式数 104,360 株 800 株 
（８）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
（９）大株主および持株比

率 
株式会社ファルコホールデ

ィングス 100％ 
株式会社ファルコバイオシ

ステムズ 100％ 
（10）純資産 313 百万円 131 百万円 
（11）総資産 8,384 百万円 337 百万円 
（12）売上高 25,260 百万円 810 百万円 

 
 
 



（３）合併後の状況 
（１）商号 株式会社ファルコバイオシステムズ 
（２）本店所在地 京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 平﨑 健治郎 
（４）事業内容 臨床検査受託業他 
（５）資本金 98 百万円 
（６）決算期 ３月 31 日 

 
４．今後の見通し 
  本合併は、当社の連結子会社間の吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響

は軽微であります。 
 

以上 


