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平成 26 年４月 24 日 

各  位 

 

 

グループ再編（連結子会社の吸収合併）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26 年４月 24 日開催の取締役会において、平成 26 年９月１日を効力発生日として、当

社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社３社（㈱東京スタイル資産管理、㈱サンエー・インタ

ーナショナル資産管理及び㈱ティエスプラザ）を吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る議案を、平

成 26 年５月 22 日に開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。 

 なお、本合併は、連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開

示しています。 

 

記 

 

１． グループ再編の目的 

平成 25 年 12 月 13 日発表の「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」に記載の通り、㈱東京スタイル（現

㈱東京スタイル資産管理）及び㈱サンエー･インターナショナル（現㈱サンエー・インターナシ

ョナル資産管理）の事業分割と５つの新会社への事業承継並びに主要孫会社を平成 26 年３月に

直接子会社化しております。 

今回の合併により、当グループの不動産及び有価証券等の資産を当社に集約し、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た組織体制グループ体制を確立し、経営

統合の完了を目的とするものであります。 

 

２． 当該再編の要旨 

（１） 再編の日程 

平成 26 年４月 24 日   当社 定時取締役会 決議 

平成 26 年４月 24 日   契約締結日 

平成 26 年５月 22 日   当社 第３期 定時株主総会（基準日 平成 26 年２月 28 日） 

平成 26 年９月１日（予定）  吸収合併の効力発生日 

 

（２） 再編の方式 

当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社３社（㈱東京スタイル資産管理、㈱サンエー・イ

ンターナショナル資産管理及び㈱ティエスプラザ）を吸収合併消滅会社とする吸収合併。 

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 経営戦略本部長  三宅孝彦 
Ｔ Ｅ Ｌ 03(5213)5516 

2014-008 
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（３） 再編に係る割当ての内容 

当社による 100%子会社の吸収合併であるため、本件に関わる株式の割当てはありません。 

 

（４） 再編に伴う新株予約権及び株予約権付社債に関する取扱い 

吸収合併消滅会社は新株予約権及び株予約権付社債を発行していません。 

 

（５） 再編当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

商号 
株式会社ＴＳＩホール

ディングス 

株式会社東京スタイル

資産管理 

株式会社サンエー・イ

ンターナショナル資産

管理 

株式会社ティエスプラ

ザ 

本店所

在地 

東京都千代田区麹町五

丁目７番地１(※) 

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 

東京都千代田区神田東

松下町 33 番地 

代表者

役職・

氏名 

代表取締役会長兼社長 

三宅 正彦 

代表取締役社長 

三宅 正彦 

代表取締役社長 

三宅 孝彦 

代表取締役社長 

斎藤 健一 

主な事

業内容 

傘下子会社及びグルー

プ会社の事業活動の支

配･管理並びにそれに

付帯する業務 

不動産及び有価証券等

の資産管理 

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 

不動産の売買･賃貸･所

有･管理他 

資本金 15,000 百万円 100 百万円 100 百万円 10 百万円 

設  立 

年月日 
平成 23 年６月１日 昭和 24 年３月 12 日 昭和 24 年８月 13 日 平成 13 年２月 21 日 

発行済

株式数 

107,778 千株（自己株式

8,005 千株を除く） 
102,507 千株 17,780 千株 200 株 

決算期 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ＴＳＩホール

ディングス 100% 

株式会社ＴＳＩホール

ディングス 100% 

株式会社ＴＳＩホール

ディングス 100% 

株式会社ＴＳＩホール

ディングス 100% 

純資産 131,960 百万円 86､808 百万円 14,297 百万円 1,228 百万円 

総資産 146,618 百万円 97,178 百万円 37,394 百万円 4,275 百万円 

１株当

たり純

資産 

1,224.37 円 985.38 円 852.09 円 6,144,602.46 円 

売上高 4,946 百万円 17,702 百万円 74,425 百万円 259 百万円 

営業 

利益/ 

損失 

2,310 百万円 ▲3,351 百万円 ▲1,339 百万円 224 百万円 

経常 

利益/ 

損失 

2,173 百万円 ▲1,165 百万円 ▲763 百万円 171 百万円 

当期 

純利益/ 

純損失 

2,027 百万円 3,383 百万円 ▲2,334 百万円 150 百万円 

１株当

たり当

期純利

益 

18.35 円 38.40 円 ▲139.11 円 750,330.15 円 

※ 平成 26 年５月 22 日開催の第３期 定時株主総会における第１号議案｢定款一部変更の件｣が

承認され本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区へ移転することを前提に、平成 26

年７月１日を効力発生日として、東京都港区南青山五丁目１番３号に変更する予定です。 
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（６） 再編後の状況 

商号 株式会社ＴＳＩホールディングス 

本店所在地 東京都千代田区麹町五丁目７番地１(※) 

代表者役職・氏名 代表取締役会長兼社長 三宅 正彦 

主な事業内容 傘下子会社及びグループ会社の事業活動の支配･管理並びにそれに付帯する業務 

決算期 2 月末 

※ 平成 26 年５月 22 日開催の第３期 定時株主総会における第１号議案｢定款一部変更の件｣が

承認され本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区へ移転することを前提に、平成 26

年７月１日を効力発生日として、東京都港区南青山五丁目１番３号に変更する予定です。 

 

（７） 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 


