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平成 25 年 12 月 13 日

各 位

グループ再編（子会社間の会社分割及び子会社の商号変更と当社による子会社の吸収合併の

方針決定）に関するお知らせ

株式会社 TSI ホールディングス（以下「当社」という）は、グループ経営基盤構築の総仕上げとし

てグループ会社の再編を行うこととし、平成 26 年３月３日に当社の子会社である株式会社東京スタイ

ル（以下「東京スタイル」という）及び株式会社サンエー・インターナショナル（以下「サンエー」

という）のブランド事業をそれぞれ分割し、分割により新たに設立する５つの会社とサンエーの子会

社である株式会社 FREE’S INTERNATIONAL（以下「FRI」という）に承継すると共に、東京スタイルと

サンエーが保有する主要子会社の株式及び関係会社貸付金を現物配当により当社に移転することを決

議しましたのでお知らせします。

なお、平成 26 年５月開催予定の定時株主総会に、平成 26 年９月１日を効力発生日とする当社、東

京スタイル、サンエー及び東京スタイルの子会社である株式会社ティエスプラザの４社合併承認の議

案を付議する予定ですが、その詳細については、決定次第あらためてお知らせします。

本件は当社の連結子会社の会社分割（新設分割・吸収分割）であるため、開示事項及び内容を一部

省略して開示しております。

記

１． グループ再編の目的

平成 23 年６月１日に東京スタイルとサンエーを母体として設立した当社は、聖域なき構造改

革に取り組むと共に、両社の強み、ノウハウ及びリソースを相互に共有・活用するべく、管理、

生産、開発部門等の統合や機能子会社の集約化を始めとするグループ経営力の強化に取り組んで

きました。

既存グループの枠組みを超えた今回の子会社間の会社分割及び子会社の商号変更と主要子会

社の株式移転により、来期（平成 27 年２月期）からは、当社 － 東京スタイル・サンエー － 各

事業会社という３層構造から 当社 － 各事業会社という２層構造のフラットな組織体制となり

ます。当社はグループ全体の戦略機能及び財務機能に特化し、事業会社は独自の個性と事業戦略

を保持しつつ自立的なビジネス拡大を図ることにより、戦略と事業を分離し、事業会社間で健全

な競争を図りつつ、企業グループ全体の経営効率を向上させる所存です。

会 社 名 株式会社 ＴＳＩホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 三宅 正彦

（東証第一部 コード番号 3608）
問合せ先 取締役 経営企画本部 広報室長 高野 茂
Ｔ Ｅ Ｌ 03(5213)5516
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２． グループ再編のイメージ

（１）現状－平成 25 年 12 月 13 日現在

（２）平成 26 年３月予定の再編事項

① 東京スタイル及びサンエーの事業を領域に応じて会社分割し、新たに設立する会社に承

継することにより、ストア SPA 事業を株式会社サンエー・ビーディー（（以下「ビーディ

ー」という）、スポーツ事業を株式会社 TSI グルーヴアンドスポーツ（以下「スポーツ」

という）、ナショナルブランド事業を株式会社東京スタイル（以下「新東京スタイル」と

いう）、ディレクター事業を株式会社サンエー・インターナショナル（以下「新サンエー」

という）ウィ,アヤノ リュバン事業を株式会社 TOKYOSTYLE インプレスライン（以下「イ

ンプレスライン」という）の５社の事業会社体制へと再編する。併せて、サンエーに帰

属する FRI の商標権及び雇用契約を会社分割により FRI へ移管するとともに、サンエー

から一部機能を FRI へ承継することにより、子会社の事業責任体制を明確にする。

② 既存の東京スタイル及びサンエーは、それぞれ株式会社東京スタイル資産管理（以下「東

京スタイル資産管理」という）、株式会社サンエー・インターナショナル資産管理（以下「サ

ンエー資産管理」という）と商号変更の上、資産管理会社とする。

③ 当社と事業会社の権限と責任体制を明確にし、グループガバナンスの強化と事業会社の

機動的な事業運営を行うため、東京スタイル及びサンエーの主要子会社を現物分配によ

り当社の子会社とし、当社が直接に事業会社を統治する体制とする。
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（３）平成 26 年９月予定の再編事項

平成 26 年５月開催予定の定時株主総会における承認を前提に、当社、東京スタイル資産管理、サ

ンエー資産管理及び東京スタイルグループの不動産関連事業を行う株式会社ティエスプラザの４社

合併を予定する。この合併により、当社に各グループの不動産及び有価証券等の資産が集約され、

東京スタイルグループ及びサンエーグループの経営統合が完了する。

３． グループ再編の要旨

（１）東京スタイル及びサンエーの共同会社分割（新設分割）・・・新東京スタイル、インプレスライン

① 再編の日程

平成 26 年１月 10 日（予定） 分割計画書決議取締役会（東京スタイル及びサンエー）

平成 26 年２月７日（予定） 分割計画書承認株主総会（東京スタイル及びサンエー）

平成 26 年３月３日（予定） 新設分割の効力発生日（新東京スタイル及びインプレス

ライン）

② 再編の方式

東京スタイル及びサンエーを分割会社とし新東京スタイルを承継会社とする共同会社

分割（新設分割）と、東京スタイルを分割会社としインプレスラインを承継会社とする

新設分割。

③ 再編に係る割当ての内容

新東京スタイルは本件新設分割に際して普通株式 2,000 株を発行し、東京スタイル資

産管理に 1,700 株、サンエー資産管理に 300 株を割当交付する。

インプレスラインは本件新設分割に際して普通株式 200 株を発行し、東京スタイル資

産管理に 200 株を割当交付する。

④ 再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項なし。

⑤ 分割により減少する資本金

該当事項なし。
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⑥ 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、分割の効力発生日において本会社分割により承継する事業を遂行する上

で必要な資産、負債及び契約上の地位等の権利義務を承継する。

⑦ 債務履行の見込

分割会社及び新設会社が本件新設分割後に負担する債務履行の見込みに問題がないも

のと判断している。なお、新東京スタイルが東京スタイル及びサンエーから承継する債

務の全てについて、東京スタイル資産管理及びサンエー資産管理が各々重畳的債務引受

を行う。また、インプレスラインが東京スタイルから承継する債務の全てについて、東

京スタイル資産管理が重畳的債務引受を行う。

（２）サンエーの会社分割（新設分割・吸収分割）・・・ビーディー、スポーツ、新サンエー、FRI

① 再編の日程

平成 26 年１月 10 日（予定） 分割計画書決議取締役会（サンエー）

分割契約書決議取締役会（サンエー及び FRI）

平成 26 年２月７日（予定） 分割計画書承認株主総会（サンエー）

分割契約書の調印（サンエー及び FRI）

平成 26 年３月１日（予定） 吸収分割の効力発生日（FRI）

平成 26 年３月３日（予定） 新設分割の効力発生日（ビーディー、スポーツ、新サ

ンエー）

② 再編の方式

サンエーを分割会社とし、ビーディー、スポーツ及び新サンエーを承継会社とする分社

型新設分割と FRI を承継会社とする吸収分割。

③ 再編に係る割当ての内容

新設されるビーディー、スポーツ及び新サンエーがそれぞれ分割に際して発行する普通

株式 2,000 株全てをサンエー資産管理に割当交付する。

FRI は分割に際して、サンエーに対する対価の交付は行わない。

④ 再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項なし。

⑤ 分割により減少する資本金

該当事項なし。

⑥ 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、分割の効力発生日において本会社分割により承継する事業を遂行する上で

必要な資産、負債及び契約上の地位等の権利義務を承継する。

⑦ 債務履行の見込

分割会社及び新設会社が本件新設分割後に負担する債務履行の見込みに問題がないも

のと判断している。なお、新設会社がサンエーから承継する債務の全てについては、サ

ンエーが重畳的債務引受を行う。吸収分割において FRI が負担する債務については労働

債務が中心のため、履行の見込みに問題はないとものと判断している。
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（３）子会社の商号変更

① 対象子会社

株式会社東京スタイル及び株式会社サンエー・インターナショナル

なお、当該子会社の概要につきましては、６p をご参照下さい。

② 変更の理由

本会社分割により事業を承継する新設会社の商号を株式会社東京スタイル及び株式会

社サンエー・インターナショナルとすることに伴い、対象子会社は事業内容をより明確

に表す名称に変更する。

③ 新商号

株式会社東京スタイルは株式会社東京スタイル資産管理とする。

株式会社サンエー・インターナショナルは株式会社サンエー・インターナショナル資産

管理とする。

④ 変更日

平成 26 年３月３日（予定）

（４）主要子会社の株式及び関係会社貸付金の異動

異動の日程

平成 26 年１月 10 日（予定） 取締役会決議 （東京スタイル及びサンエー）

平成 26 年２月７日 （予定） 株主総会承認 （東京スタイル及びサンエー）

平成 26 年３月１日 （予定） 現物配当日 （東京スタイル及びサンエー）
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４． 分割当事会社の概要

（１）分割会社

※直近事業年度の経営成績及び財政状態につきましては、特記しているものを除き百万円単位（未満切捨）で表記してい

ます。

商号 株式会社東京スタイル

※平成 26 年３月３日付で「株式会社東京

スタイル資産管理」へ商号を変更予定

株式会社サンエー・インターナショナル

※平成 26 年３月３日付で「株式会社サン

エー・インターナショナル資産管理」へ

商号を変更予定

本店所在地 東京都千代田区麹町五丁目７番地１ 東京都世田谷区玉川二丁目 21 番１号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長

三宅 正彦

代表取締役社長

三宅 孝彦

主な事業内容 １．衣料品の企画、製造、販売

２．ライセンスブランド事業

３．不動産の売買、賃貸及び管理業

１．婦人服・紳士服・子供服・服飾品の

企画、製造、販売

２．ライセンスブランド事業

３．店舗設計監理、旅行業及び保険代理

業

資本金 26,734 百万円

（平成 25 年８月末）

平成 26 年２月 21 日付で、資本金の額を

100 百万円に減少予定

7,376 百万円

（平成 25 年８月末）

平成 26 年２月 21 日付で、資本金の額を

100 百万円に減少予定

設立年月日 昭和 24 年３月 12 日 昭和 24 年８月 13 日

発行済株式数 102,507 千株 17,780 千株

決算期 ２月末 ２月末

大株主及び持株比率 株式会社 TSI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 100% 株式会社 TSI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 100%

直近事業年度の経営成績及び財政状態
※ 株式会社東京スタイル 株式会社サンエー・インターナショナル

純資産 82,639 17,325

総資産 103,494 41,311

1 株当たり純資産（円） 938.06 1,032.50

売上高 23,461 78,241

営業利益 △6,250 △183

経常利益 △4,805 420

1 株当たり当期純利益（円） △65.83 76.26

1 株当たり配当金（円） 17.50 28.88



- 7 -

（２）新設分割会社

商号 株式会社東京スタ

イル

株式会社

TOKYOSTYLE インプ

レスライン

株 式 会 社 サ ン エ

ー・インターナショ

ナル

株 式 会 社 サ ン エ

ー・ビーディー

株式会社TSIグルー

ヴアンドスポーツ

本店所

在地

東京都千代田区麹

町五丁目７番地１

東京都港区北青山

一丁目２番３号

東京都港区北青山

一丁目２番３号

東京都世田谷区玉

川二丁目 21 番１号

東京都世田谷区玉

川二丁目 21 番１号

代表者

役職・

氏名

代表取締役社長

山田 康夫

代表取締役社長

高野 茂

代表取締役社長

押木 源弥

代表取締役社長

前川 正典

代表取締役社長

仙座 学

取締役 大野 一郎

田中 智也

久保田 寛

宇佐美千秋

山田 康夫

西川 雄司

小見山定三

松田 浩一

伊藤 昭成

百々 和宏

神谷 勝弘

小野田 剛

監査役 高畑 嘉之 鈴木 忍 渡邊 文雄 渡邊 文雄 鈴木 忍

主な事

業内容

１．衣料品の企画、

製造、販売

２．ライセンスブラ

ンド事業

１．衣料品の企画、

製造、販売

２．ライセンスブラ

ンド事業

１．衣料品の企画、

製造、販売

２．ライセンスブラ

ンド事業

１．衣料品の企画、

製造、販売

２．ライセンスブラ

ンド事業

１．衣料品の企画、

製造、販売

２．ライセンスブラ

ンド事業

主要ブ

ランド

資本金 100 百万円（予定） 10 百万円（予定） 100 百万円（予定） 100 百万円（予定） 100 百万円（予定）

設 立

年月日

平成 26 年 3月 3日

（予定）

平成 26 年 3 月 3 日

（予定）

平成 26 年 3月 3日

（予定）

平成 26 年 3月 3日

（予定）

平成 26 年 3 月 3 日

（予定）

発行済

株式数

2,000 株 200 株 2,000 株 2,000 株 2,000 株

決算期 2月末 2月末 2月末 2月末 2月末

大株主

及び持

株比率

株式会社東京スタ

イル資産管理 85%

株 式 会 社 サ ン エ

ー・インターナショ

ナル資産管理 15%

株式会社東京スタ

イル資産管理 100%

株 式 会 社 サ ン エ

ー・インターナショ

ナル資産管理 100%

株 式 会 社 サ ン エ

ー・インターナショ

ナル資産管理 100%

株 式 会 社 サ ン エ

ー・インターナショ

ナル資産管理 100%
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（３）承継会社

商号 株式会社 FREE’S

INTERNATIONAL

（承継会社）

本店所

在地

東京都世田谷区玉

川二丁目 21 番１号

代表者

役職・

氏名

代表取締役社長

廣瀬 啓二

主な事

業内容

衣料品の企画、製

造、販売

主要ブ

ランド

資本金 10百万円

（平成 25年 8月末）

設 立

年月日

平成 11年 6月 10日

発行済

株式数

200 株

決算期 2月末

大株主

及び持

株比率

株式会社 TSIホール

ディングス 100%

５． 今後の見通し

本グループ再編は、完全親子会社間でのものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上


