
令和2年度4月1日から3月31日において「排除措置命令を行わない旨の通知」（9条通知 ※１）を行った案件

届出受理日 当事会社
※2

届出会社の主な事業
※3 企業結合の類型

株式取得の閾
値との関係 ９条通知日

※1 期間短
縮有無

R2.3.23 みずほリース㈱及びリコーリース㈱ リース・割賦事業 株式取得 20%超 R2.4.7 ○

R2.3.24
㈱ツルハホールディングス及びJR九州ドラッグイレブ
ン㈱

ドラッグストアの経営指導及び管理 株式取得 50%超 R2.4.17 －

R2.3.25 全農チキンフーズ㈱及び㈱アサヒブロイラー
家禽肉およびこれらの加工食品の販
売業（卸売）

株式取得 50%超 R2.4.8 －

R2.3.26 ミネベアミツミ㈱及びエイブリック㈱ 機構部品の製造販売事業 株式取得 50%超 R2.4.20 ○

R2.3.27 綜合警備保障㈱及び㈱らいふホールディングス セキュリティ事業 株式取得 50%超 R2.4.15 －

R2.3.27 大阪瓦斯㈱及びグローバルベイス㈱ ガス事業（卸と小売を共に行う） 株式取得 50%超 R2.4.21 －

R2.3.31 LINE㈱及び㈱出前館 広告事業 株式取得 50%超 R2.4.17 ○

R2.3.31 NAVER Corporation及び㈱出前館 ポータルサイト（NAVER)の運営事業 株式取得 50%超 R2.4.17 ○

R2.3.31
㈱日本アクセス及びエイ・ケイ・フランチャイズシステ
ム㈱

食品，水産物，農産物，畜産物，花卉
等の卸売・輸出入・買付・加工・商品企
画・開発・品質検査・分析業務

株式取得 50%超 R2.4.8 ○

R2.4.1 日本橋特殊鋼㈱及びヤマト特殊鋼㈱ 特殊鋼卸売業／特殊鋼卸売業 合併 － R2.4.17 ○

R2.4.9 テイ・エス　テック㈱及び㈱ホンダカーズ埼玉北 四輪車用シートの製造販売 株式取得 50%超 R2.4.20 ○

R2.4.13 月島機械㈱及びプライミクスホールディングス㈱
建設業（浄水場，下水処理場，化学，
鉄鋼，食品等プラントの設計・建設）

株式取得 50%超 R2.5.8 ○

R2.4.15 ㈱オープンハウス及び㈱プレサンスコーポレーション 不動産仲介業 株式取得 20%超 R2.4.21 ○

R2.4.17 Fiat Chrysler Automobiles N.V.及びPeugeot S.A. 持株会社／持株会社 合併 － R2.5.8 －

R2.4.17
アークランドサービスホールディングス㈱及び㈱ミー
ルワークス

自社ブランドの飲食店向け食材及び
店舗備品の販売

株式取得 50%超 R2.4.22 ○

R2.4.17 パナソニック㈱及び㈱エクセルシャノン 電気機器製造業 株式取得 20%超 R2.5.13 －

R2.4.23 ㈱コノミヤ及び㈱スーパーおくやま 食品スーパー 株式取得 50%超 R2.5.1 ○

R2.4.23
楽天西友ネットスーパー㈱及び楽天西友ネットスー
パーマーケティング㈱

インターネットによる食料品，日用雑貨
等，各種商品の小売販売事業／各種
マーケティング・小売業務の遂行及び
コンサルティング，ウェブコンテンツの
運営にかかる業務

合併 － R2.5.20 －

R2.4.27 ㈱ヤマダ電機及び㈱レオハウス 家電・情報家電等の小売事業 株式取得 50%超 R2.5.12 ○

R2.4.27
ウエルシアホールディングス㈱及び㈱クスリのマル
エ

調剤併設型ドラッグストアチェーンの
運営を行う子会社及びグループ会社
の経営管理等

株式取得 50%超 R2.5.18 ○

R2.4.30 本田技研工業㈱及び㈱ケーヒン 四輪車事業 株式取得 50%超 R2.5.29 ○

R2.4.30 本田技研工業㈱及び㈱ショーワ 四輪車事業 株式取得 50%超 R2.5.29 ○

R2.4.30 本田技研工業㈱及び日信工業㈱ 四輪車事業 株式取得 50%超 R2.5.29 ○

R2.4.30
本田技研工業㈱及び日立オートモティブシステムズ
㈱

四輪車事業 株式取得 20%超 R2.5.29 ○

R2.4.30 日立オートモティブシステムズ㈱及び㈱ケーヒン
四輪車製品の製造・販売／四輪車製
品の製造・販売

合併 － R2.5.29 ○

R2.4.30 日立オートモティブシステムズ㈱及び㈱ショーワ
四輪車製品の製造・販売／ステアリン
グ事業

合併 － R2.5.29 ○

R2.4.30 日立オートモティブシステムズ㈱及び日信工業㈱
四輪車製品の製造・販売／四輪車用
ブレーキ部品事業

合併 － R2.5.29 ○

R2.4.30 京セラ㈱及び昭和オプトロニクス㈱ 産業・自動車用部品事業 株式取得 50%超 R2.5.29 －

R2.5.1 ㈱BCJ-44及び㈱ニチイ学館 本件株式取得用の特別目的会社 株式取得 50%超 R2.5.14 ○

R2.5.1 Utah Acquisition Sub Inc.及びMylan Ⅱ B.V. 持株会社 株式取得 50%超 R2.5.26 －

企業結合の届出一覧
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R2.5.7 KDDI㈱及びUQコミュニケーションズ㈱

移動電気通信事業（携帯電話サービ
ス，モバイルソリューションサービス）
／移動電気通信事業（WiMAX，
UQmobile）

吸収分割 － R2.5.28 ○

R2.5.13 昭和産業㈱及びボーソー油脂㈱
油脂食品事業（食用油，業務用食材
及び二次加工食品等の製造・卸売）

株式取得 50%超 R2.6.3 －

R2.5.13 ㈱エフピコ及び積水ヒノマル㈱ 合成樹脂製簡易食品容器の製造販売 事業等の譲受け － R2.6.4 ○

R2.5.15 三井化学㈱及び㈱松風 基盤素材事業（製造・販売） 株式取得 20%超 R2.6.10 －

R2.5.19 丸大食品㈱及びトーラク㈱ ハム・ソーセージ製造販売 株式取得 50%超 R2.6.12 －

R2.5.20 西華産業㈱及びMHI舶用機械販売㈱
機械総合商社として，各種機械器具の
仕入卸売業

株式取得 50%超 R2.6.11 －

R2.5.21 関東住設産業㈱及び㈱アールビー
システムキッチン，洗面化粧台等の製
造・販売事業

事業等の譲受け － R2.6.12 －

R2.5.21
日本アイ・ビー・エム㈱及びみずほオペレーション
サービス㈱

情報システムに関わる製品，サービス
の提供

株式取得 50%超 R2.6.1 ○

R2.5.28 エンデバー･ユナイテッド㈱及び児玉化学工業㈱ 投資ファンドの運営 株式取得 20%超 R2.6.3 ○

R2.5.29
SBＩファイナンシャルサービシーズ㈱及びレオス・キャ
ピタルワークス㈱

金融サービス事業における３大コア事
業（証券・銀行・保険）間のシナジー拡
大に向けた各種施策の実施

株式取得 50%超 R2.6.10 ○

R2.5.29 ㈱フォーデックGRS及び㈱フォーデック 未営業 事業等の譲受け － R2.6.22 －

R2.6.1 東京センチュリー㈱及びNTT・TCリース㈱ 賃貸・割賦販売事業 株式取得 20%超 R2.6.19 ○

R2.6.1
イーレックス㈱及びズームエナジージャパン合同会
社

小売電気事業 株式取得 50%超 R2.6.15 ○

R2.6.3 アークランドサカモト㈱及び㈱LIXILビバ ホームセンター事業 株式取得 20%超 R2.6.19 ○

R2.6.3 アークランドサカモト㈱及び㈱LIXILビバ ホームセンター事業 株式取得 50%超 R2.6.19 ○

R2.6.5 ㈱エムジーホーム及び㈱TAKI HOUSE 新築マンション分譲事業 株式取得 50%超 R2.6.23 －

　　の通知」のことをいいます。また，この９条通知を行った日のことを９条通知日といいます。
※２：株式取得及び事業等の譲受けについては，当事会社のうち最初に記載されているものが届出会社。
※３：届出会社の主な事業については，届出書に基づいて記載しています。

　　公表の不都合がなくなった等の事情を踏まえ，四半期毎に一覧表への案件の追加更新を行います。
　　

※１：９条通知とは，公正取引委員会が，企業結合について審査を行った結果，独占禁止法上問題がないと判断した場合に届出会社に対して行う，「私的独占の禁止
　　及び公正取引の確保に関する法律第９条から第16条までの規定による認可の申請，報告及び届出等に関する規則」第９条に基づく「排除措置命令を行わない旨

注：当事会社が企業結合計画を公表しておらず，案件名等の情報を公表することに不都合があるとする案件については一覧表に掲載をしておりませんが，


