
https://www.tsi-holdings.com

上半期のブランド別売上高ランキングTOP10をご紹介！ 
各サイトやSNSでも旬の情報をお届けしています。

詳細は同封冊子を
ご覧ください。

優待

多彩なブランドが揃う
株主優待制度2019.3.1 ~ 2019.8.31
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8 WOMEN

MEN
WOMEN

MEN
WOMEN

MEN／WOMEN

ナノ・ユニバース
高感度なトレンドとトラディショナルを織り交ぜ、
洗練された大人の装いを提案するセレクトショップ。

ナチュラルビューティー
ベーシック

「Comfortable（着心地の良さ）」をキーワードに、女性の
ライフスタイルの充実へ向けたリアルクローズを提案。

マーガレット・ハウエル
着心地や機能性を追求し、性別や年齢にとらわれ
ないタイムレスでモダンなデザインを発信。
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2
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優待

優待

優待

121億円

78億円

68億円

WOMEN
MEN

WOMEN

WOMEN／MEN
HOME

パーリーゲイツ
「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」をコン
セプトに、鮮やかな配色でファッショナブルかつ
機能性を兼備したゴルフウエアを提案。

4 優待

62億円

MEN
WOMEN

アヴィレックス
フライトジャケットに代表される優れた機能性・デ
ザイン性を誇るミリタリーアイテムが、世界各国で
長年支持されている。

5
37億円

MEN／WOMEN
KIDS

ステューシー

優待

アンディフィーテッド

ハフ

ヒューマンウーマン

優待

25億円

23億円

23億円

20億円

https://www.avirex-usa.com/

　「アヴィレックス」は長きに渡り、
アメリカ空軍の正式コントラク
ターとして、パイロットの命を守
るために厳しいミルスペック（軍
規格）をクリアしたフライトジャ
ケットを、正規支給品として供給
してきました。その技術を生かし、
素晴らしい機能性をタウンユースとして市場に広めるために、1975年
にAVIREX社が発足しました。（株）上野商会は1986年に日本における
独占販売権を取得し、「アヴィレックス」ブランドの展開をスタートしました。
1994年からはライセンス契約を結び、日本向けメンズアイテムを自社
企画したのち、グッズやレディス、キッズ、ペットグッズと展開も広がり、
今ではファミリーで楽しんで頂けるブランドへと成長しました。
　その中で支持され続ける要因は、市況に流されないモノ作りです。「タ
フであること」「丈夫であること」はもとより、グラフィックやカラーリン
グなど独自性のあるデザインも強みです。積み重ねた歴史を大切に、常
にお客様からの期待に応えられるよう、「ベストセラーよりロングセラー」
の姿勢で取り組んでいきます。

歴史と伝統を背景に

6 WOMEN

ローズ バッド

優待

31億円

会社情報／株式情報

商号 株式会社TSIホールディングス

本社 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

設立年月日 2011年6月1日

資本金 150億円

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・管理ならびにそれに付帯する業務

発行可能株式総数 400,000,000 株

発行済株式総数 105,783,293 株

株主数 9,430 名

所有者別株式分布状況

※ 上記のほか当社所有の自己株式123,469百株（11.67%）があります。
※ 持株数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

その他国内法人
16.28%

自己株式
11.67%

金融機関
42.01%

証券会社
0.44%

個人・その他
14.18%

外国人
15.42%

事業年度 毎年3月１日から翌年2月末日まで

定時株主総会 毎年5月開催

株主総会の基準日
2月末日
そのほか必 要があるときは、 あらかじめ
公告した日

公告方法

電子公告により当社のホームページに掲載します。
<https://www.tsi-holdings.com>
ただし、 事故その他のやむを得ない事由に
より電子公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先）  0120-782-031

（インターネットホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

■ 株 主 メ モ

■ 会 社 概 要 ■ 株 式 の 状 況

■ 取 締 役 及 び 監 査 役

（2019年8月31日現在）

代表取締役会長 三　宅　 正　彦

代表取締役社長 上田谷　 真　一

取締役副会長 三　宅　 孝　彦

取締役 大　石　 正　昭

社外取締役 篠　原　 祥　哲

社外取締役 髙　岡　 美　佳

社外取締役 西　村　 　　豊

監査役 山　田　 康　夫

監査役 中　嶋　 英　隆

社外監査役 杉　山　 昌　明

社外監査役 鍋　山　 　　徹 

大株主（上位10名）

株　主　名 持株数（百株） 持株比率（％）

株式会社日本政策投資銀行 86,250 8.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 51,543 4.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 49,533 4.68

株式会社みずほ銀行 45,445 4.30

株式会社三井住友銀行 43,776 4.14

日本生命保険相互会社 34,735 3.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 34,702 3.28

三宅孝彦 30,891 2.92

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 30,683 2.90

住友不動産株式会社 25,520 2.41
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株主さまと（株）TSIホールディングスをつなぐ

証券コード：3608

010_0443301601911.indd   1-3 2019/10/30   15:37:40



※1 非百貨店： ファッションビル、駅ビル、路面店、
アウトレット等

※2 その他： 卸や社販等のその他アパレル事業、
グループ会社の非アパレル事業等

「ブランド30周年」で新たな打ち出し

　平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
　昨今の自然災害により、被災された皆さまには心からお見舞申
し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

　第９期第２四半期連結累計期間の営業概況と今後の取り組み
についてご報告申し上げます。

　当アパレル業界は、引き続きインバウンド需要が堅調に推移し
ているものの、前年に比して長梅雨となった影響により、軽衣料
等の盛夏商品の動きに出遅れが見られるなど、衣料品全体の消
費動向としては依然として力強さに欠ける状態が続いています。

　このような経営環境のもと当社グループは、2019年４月に発
表した新中期経営計画に基づき、グループ構造の見直しを最優
先で進めてグループ体制の最適化に向けた施策に取り組むと同
時に、主にプロパー消化率の向上を目的としたセールに頼らな
いブランディングとビジネスモデルの構築に努めるなど、利益率
向上に向けた施策を推し進めました。また、海外事業については、
グローバルブランドの展開国の拡大を図るとともに、新規事業も
視野に入れた海外進出に向けて取り組んでまいりました。成長
市場であるEC事業においては、引き続きオムニチャネル化の推
進を図るとともに、デジタル化への継続投資ならびに自社ECの
強化を進めてまいりました。

　その結果、売上高は818億47百万円（前年同期比8.8％増）
となりました。

　また、これまでの全社的な販管費抑制策に加えて、グループ
全体の利益率向上に努めた結果、営業損失は１億64百万円（前

年同期は１億86百万円の損失）となり、経常利益は７億69百万
円（前年同期比7.8％増）となりました。

　その結果、当社グループの親会社株主に帰属する四半期純利
益は10億53百万円（前年同期は３億62百万円の損失）となり
ました。

　株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

国内既存店・全店売上高の推移 販路別売上高
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（%）

2019.2期 第2四半期累計
全店 … 98.2% 既存店 … 99.8%

2020.2期 第2四半期累計
全店 … 106.9% 既存店 … 99.7%

業績ハイライト
（百万円）

売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益

▲362
18/08

1,053
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75,194
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43,908

18/08

40,503
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18/08

▲164
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前年同期比   ー前年同期比 107.8%前年同期比   ー前年同期比 108.8% 前年同期比 108.4%

「Norwegian Rain & T-MICHAEL TOKYO STORE」にて

代表取締役社長

上田谷 真一
（うえただに しんいち）

代表取締役会長

三宅 正彦
（みやけ まさひこ）

非百貨店※1
51.3%

海外
4.3%

百貨店
13.2%

その他※2
11.1%

EC
20.1%

新たな取り組みや話題のブランドニュースなど
TSIグループの最新情報をご紹介します。

ブランド設立30周年を迎えた「パーリーゲイツ」は今年、さまざまな商品施策やプロモーシ
ョンを打ち出し、繊研新聞社が主催する「2019年春夏百貨店バイヤーズ賞」では、ベス
トセラー賞スポーツ部門において1位を受賞しました。「ゴルフ」と「ファッション」の二軸
を両立したウエア・アクセサリーは、男女ともに幅広い層から長年支持されており、契約す
る多くのプロゴルファーにもご着用頂いています。30周年を機にブランドのロゴも刷新しま
した。継承と進化をより表現しながら、世界を視野にさらなる事業成長を図っていきます。

ジュニアゴルファーの育成に向けた「フューチャーGOLFツアー
2019」に協賛

「表参道」駅をはじめ、全国の
主要エリア駅構内でプロモー
ションを実施

ファミリーで楽しめるよう、毎月
限定でキッズラインが登場！

September , 2019

代官山店がリニューアルオープン

April , 2019

東京・神田に旗艦店がオープン

September , 2019

第1号店がオープン

BRAND

BRANDBRAND

「エムエイチエル」の世界第1号店として2009年9月にオープンした代官山
店が10周年を迎え、9月20日にリニューアルオープンしまし
た。フロア面積が広くなり、商品もフルコンテンツでラインナ
ップ。同店は国内のみならず、アジアを中心とするインバウン
ド客からの注目度も高く、旗艦店としてブランドの世界観をよ
り大きく発信していきます。

UNIT&GUEST（株）は4月12日、卸展開する「ノルウェージャン・レイン」と「T‐マイケル」の複合ショップを東京・神田に
オープンしました。日本第1号店となる同店は、昭和初期よりガラス問屋だった木造建物をリノベーションしたもの。日本と
ノルウェーのカルチャーをミックスさせた新たなコンセプトショップとして、ECとリアル店舗両軸の役割を担っていきます。

今春、（株）サンエー・インターナショナ
ルからデビューしたレディスブランド「ル 
フィル」の第1号店が9月8日、「ニュウ
マン新宿」にオープンしました。同社ブ
ランドの「アドーア」が培ってきた精度
の高い物作りを背景に、高品質・高感度
の日常 着を提 案 。同 店
では商品と内装を一体
で表現し、四季とともに
変わる空間作りも演出
していきます。

TSIホールディングスの“今”をお伝えする、当社のホームページ内容を拡充しました。
株主の皆さまにとって、情報をより早く・より分かりやすく発信していきます。

ホームページを拡充しました

September , 2019

第6回「ロールプレイングコンテスト」開催

販売員のスキルアップや当グループの一体感向上を目的に、第6回目を迎えた「TSIホー
ルディングスグループロールプレイングコンテスト」を9月19日に開催しました。本年度は
当グループのアパレル全社が揃い、13社から24名が出場。日ごろ店頭で培った接客技術を表現
し、「ナノ・ユニバース」札幌ステラプレイス店の吉岡舞さんがプラチナ賞を受賞しました。

COMPANY 

決算説明会情報の強化

機関投資家・アナリスト向け決算
説明会について、すべてのステー
クホルダーの皆さまに公平に開示
すべく、プレゼンテーション資料
に沿って動画や書き起こしの文章
をご覧頂けるようになりました。

成功事例をインタビュー

注目ブランドの事業内容や成功
事例、新たな取り組みなど、お客
さまから支 持されるその背 景に
ついて、各ブランドのキーマンに
インタビューしています。

新たな取り組みを推進

「CSR（企業の社会的責任）」の
活動について、当社はさまざまな
取り組みの幅を広げています。事
業を通じた社会課題の解決や貢
献活動を積極的に行ない、持続的
な会社の成長に努めていきます。

コミュニケーションの活性化

動画コンテンツ「アイセキ」では、
お 互 い“ 初 めまして ”同 士 のグ
ループ社員が相席。テーマに沿っ
たフリートークで、相互理解や働
き方の向上、キャリアデザインの
確立を促進しています。

https://www.tsi-holdings.com

「PEARLEY GATES 
−常に新しく、30周年を機に−」
ホームページでご覧頂けます。

「今夏よりPPGがスタート」
ホームページでご覧頂けます。

I　R

ブランド

CSR

社　員

PICK UP

TSI BRAND INTERVIEW

September , 2019

チャリティプロジェクトを開催

June , 2019

「ファッションECアワード」
2年連続受賞

BRAND BRAND

「ショット」は、国内外で活躍するクリエー
ターとコラボレーションしたチャリティプロ
ジェクト第１弾を９月14日より開催しまし
た。ブランドを象徴するダブルライダース
ジャケット「ワンスター」に、5名のクリエー
ターが独自のカスタマイズを施して販売。
その売上すべてとクリエーターのギャラン
ティを、米国Schott社より「国境なき医師
団日本」に寄付いたします。

繊研新聞社が主催する第2回「ファッションEC
アワード」において、「ナノ・ユニバース」がエク
セレント賞を2年連続で受賞しました。この賞
は、優秀・注目される直営ファッションECサイト
が選ばれるもので、サイトとアプリで常に新しい
デザインやコンテンツに挑戦するブランド戦略
をはじめ、顧客目線のサービスが高く評価され
ました。

新ライン「PPG（ピーピージー）」がデビュー ！
ブランド30周年を機に、次の31周年につなげる新た
な提案として今夏ローンチしました。ランニングや
ウォーキング、ジムでのトレーニングなどさまざまな
シーンで楽しんで頂くためのユースフルウエアです。
素材は運動性能の良い「ストレッチ」、吸水速乾性の
高い「イージーケア」、ストレスのない「シームレス」
であることを前提に、大胆でアクティブなロゴ使いと
二本のラインを配して、トラッドな印象も加味しています。
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※1 非百貨店： ファッションビル、駅ビル、路面店、
アウトレット等

※2 その他： 卸や社販等のその他アパレル事業、
グループ会社の非アパレル事業等

「ブランド30周年」で新たな打ち出し

　平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
　昨今の自然災害により、被災された皆さまには心からお見舞申
し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

　第９期第２四半期連結累計期間の営業概況と今後の取り組み
についてご報告申し上げます。

　当アパレル業界は、引き続きインバウンド需要が堅調に推移し
ているものの、前年に比して長梅雨となった影響により、軽衣料
等の盛夏商品の動きに出遅れが見られるなど、衣料品全体の消
費動向としては依然として力強さに欠ける状態が続いています。

　このような経営環境のもと当社グループは、2019年４月に発
表した新中期経営計画に基づき、グループ構造の見直しを最優
先で進めてグループ体制の最適化に向けた施策に取り組むと同
時に、主にプロパー消化率の向上を目的としたセールに頼らな
いブランディングとビジネスモデルの構築に努めるなど、利益率
向上に向けた施策を推し進めました。また、海外事業については、
グローバルブランドの展開国の拡大を図るとともに、新規事業も
視野に入れた海外進出に向けて取り組んでまいりました。成長
市場であるEC事業においては、引き続きオムニチャネル化の推
進を図るとともに、デジタル化への継続投資ならびに自社ECの
強化を進めてまいりました。

　その結果、売上高は818億47百万円（前年同期比8.8％増）
となりました。

　また、これまでの全社的な販管費抑制策に加えて、グループ
全体の利益率向上に努めた結果、営業損失は１億64百万円（前

年同期は１億86百万円の損失）となり、経常利益は７億69百万
円（前年同期比7.8％増）となりました。

　その結果、当社グループの親会社株主に帰属する四半期純利
益は10億53百万円（前年同期は３億62百万円の損失）となり
ました。

　株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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「Norwegian Rain & T-MICHAEL TOKYO STORE」にて

代表取締役社長

上田谷 真一
（うえただに しんいち）

代表取締役会長

三宅 正彦
（みやけ まさひこ）
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その他※2
11.1%

EC
20.1%

新たな取り組みや話題のブランドニュースなど
TSIグループの最新情報をご紹介します。

ブランド設立30周年を迎えた「パーリーゲイツ」は今年、さまざまな商品施策やプロモーシ
ョンを打ち出し、繊研新聞社が主催する「2019年春夏百貨店バイヤーズ賞」では、ベス
トセラー賞スポーツ部門において1位を受賞しました。「ゴルフ」と「ファッション」の二軸
を両立したウエア・アクセサリーは、男女ともに幅広い層から長年支持されており、契約す
る多くのプロゴルファーにもご着用頂いています。30周年を機にブランドのロゴも刷新しま
した。継承と進化をより表現しながら、世界を視野にさらなる事業成長を図っていきます。

ジュニアゴルファーの育成に向けた「フューチャーGOLFツアー
2019」に協賛

「表参道」駅をはじめ、全国の
主要エリア駅構内でプロモー
ションを実施

ファミリーで楽しめるよう、毎月
限定でキッズラインが登場！

September , 2019

代官山店がリニューアルオープン

April , 2019

東京・神田に旗艦店がオープン

September , 2019

第1号店がオープン

BRAND

BRANDBRAND

「エムエイチエル」の世界第1号店として2009年9月にオープンした代官山
店が10周年を迎え、9月20日にリニューアルオープンしまし
た。フロア面積が広くなり、商品もフルコンテンツでラインナ
ップ。同店は国内のみならず、アジアを中心とするインバウン
ド客からの注目度も高く、旗艦店としてブランドの世界観をよ
り大きく発信していきます。

UNIT&GUEST（株）は4月12日、卸展開する「ノルウェージャン・レイン」と「T‐マイケル」の複合ショップを東京・神田に
オープンしました。日本第1号店となる同店は、昭和初期よりガラス問屋だった木造建物をリノベーションしたもの。日本と
ノルウェーのカルチャーをミックスさせた新たなコンセプトショップとして、ECとリアル店舗両軸の役割を担っていきます。

今春、（株）サンエー・インターナショナ
ルからデビューしたレディスブランド「ル 
フィル」の第1号店が9月8日、「ニュウ
マン新宿」にオープンしました。同社ブ
ランドの「アドーア」が培ってきた精度
の高い物作りを背景に、高品質・高感度
の日常 着を提 案 。同 店
では商品と内装を一体
で表現し、四季とともに
変わる空間作りも演出
していきます。

TSIホールディングスの“今”をお伝えする、当社のホームページ内容を拡充しました。
株主の皆さまにとって、情報をより早く・より分かりやすく発信していきます。

ホームページを拡充しました

September , 2019

第6回「ロールプレイングコンテスト」開催

販売員のスキルアップや当グループの一体感向上を目的に、第6回目を迎えた「TSIホー
ルディングスグループロールプレイングコンテスト」を9月19日に開催しました。本年度は
当グループのアパレル全社が揃い、13社から24名が出場。日ごろ店頭で培った接客技術を表現
し、「ナノ・ユニバース」札幌ステラプレイス店の吉岡舞さんがプラチナ賞を受賞しました。

COMPANY 

決算説明会情報の強化

機関投資家・アナリスト向け決算
説明会について、すべてのステー
クホルダーの皆さまに公平に開示
すべく、プレゼンテーション資料
に沿って動画や書き起こしの文章
をご覧頂けるようになりました。

成功事例をインタビュー

注目ブランドの事業内容や成功
事例、新たな取り組みなど、お客
さまから支 持されるその背 景に
ついて、各ブランドのキーマンに
インタビューしています。

新たな取り組みを推進

「CSR（企業の社会的責任）」の
活動について、当社はさまざまな
取り組みの幅を広げています。事
業を通じた社会課題の解決や貢
献活動を積極的に行ない、持続的
な会社の成長に努めていきます。

コミュニケーションの活性化

動画コンテンツ「アイセキ」では、
お 互 い“ 初 めまして ”同 士 のグ
ループ社員が相席。テーマに沿っ
たフリートークで、相互理解や働
き方の向上、キャリアデザインの
確立を促進しています。

https://www.tsi-holdings.com

「PEARLEY GATES 
−常に新しく、30周年を機に−」
ホームページでご覧頂けます。

「今夏よりPPGがスタート」
ホームページでご覧頂けます。

I　R

ブランド

CSR

社　員

PICK UP

TSI BRAND INTERVIEW

September , 2019

チャリティプロジェクトを開催

June , 2019

「ファッションECアワード」
2年連続受賞

BRAND BRAND

「ショット」は、国内外で活躍するクリエー
ターとコラボレーションしたチャリティプロ
ジェクト第１弾を９月14日より開催しまし
た。ブランドを象徴するダブルライダース
ジャケット「ワンスター」に、5名のクリエー
ターが独自のカスタマイズを施して販売。
その売上すべてとクリエーターのギャラン
ティを、米国Schott社より「国境なき医師
団日本」に寄付いたします。

繊研新聞社が主催する第2回「ファッションEC
アワード」において、「ナノ・ユニバース」がエク
セレント賞を2年連続で受賞しました。この賞
は、優秀・注目される直営ファッションECサイト
が選ばれるもので、サイトとアプリで常に新しい
デザインやコンテンツに挑戦するブランド戦略
をはじめ、顧客目線のサービスが高く評価され
ました。

新ライン「PPG（ピーピージー）」がデビュー ！
ブランド30周年を機に、次の31周年につなげる新た
な提案として今夏ローンチしました。ランニングや
ウォーキング、ジムでのトレーニングなどさまざまな
シーンで楽しんで頂くためのユースフルウエアです。
素材は運動性能の良い「ストレッチ」、吸水速乾性の
高い「イージーケア」、ストレスのない「シームレス」
であることを前提に、大胆でアクティブなロゴ使いと
二本のラインを配して、トラッドな印象も加味しています。
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※1 非百貨店： ファッションビル、駅ビル、路面店、
アウトレット等

※2 その他： 卸や社販等のその他アパレル事業、
グループ会社の非アパレル事業等

「ブランド30周年」で新たな打ち出し

　平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
　昨今の自然災害により、被災された皆さまには心からお見舞申
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等の盛夏商品の動きに出遅れが見られるなど、衣料品全体の消
費動向としては依然として力強さに欠ける状態が続いています。
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強化を進めてまいりました。

　その結果、売上高は818億47百万円（前年同期比8.8％増）
となりました。

　また、これまでの全社的な販管費抑制策に加えて、グループ
全体の利益率向上に努めた結果、営業損失は１億64百万円（前

年同期は１億86百万円の損失）となり、経常利益は７億69百万
円（前年同期比7.8％増）となりました。

　その結果、当社グループの親会社株主に帰属する四半期純利
益は10億53百万円（前年同期は３億62百万円の損失）となり
ました。

　株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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ブランド設立30周年を迎えた「パーリーゲイツ」は今年、さまざまな商品施策やプロモーシ
ョンを打ち出し、繊研新聞社が主催する「2019年春夏百貨店バイヤーズ賞」では、ベス
トセラー賞スポーツ部門において1位を受賞しました。「ゴルフ」と「ファッション」の二軸
を両立したウエア・アクセサリーは、男女ともに幅広い層から長年支持されており、契約す
る多くのプロゴルファーにもご着用頂いています。30周年を機にブランドのロゴも刷新しま
した。継承と進化をより表現しながら、世界を視野にさらなる事業成長を図っていきます。

ジュニアゴルファーの育成に向けた「フューチャーGOLFツアー
2019」に協賛

「表参道」駅をはじめ、全国の
主要エリア駅構内でプロモー
ションを実施

ファミリーで楽しめるよう、毎月
限定でキッズラインが登場！

September , 2019

代官山店がリニューアルオープン

April , 2019

東京・神田に旗艦店がオープン

September , 2019

第1号店がオープン
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「エムエイチエル」の世界第1号店として2009年9月にオープンした代官山
店が10周年を迎え、9月20日にリニューアルオープンしまし
た。フロア面積が広くなり、商品もフルコンテンツでラインナ
ップ。同店は国内のみならず、アジアを中心とするインバウン
ド客からの注目度も高く、旗艦店としてブランドの世界観をよ
り大きく発信していきます。

UNIT&GUEST（株）は4月12日、卸展開する「ノルウェージャン・レイン」と「T‐マイケル」の複合ショップを東京・神田に
オープンしました。日本第1号店となる同店は、昭和初期よりガラス問屋だった木造建物をリノベーションしたもの。日本と
ノルウェーのカルチャーをミックスさせた新たなコンセプトショップとして、ECとリアル店舗両軸の役割を担っていきます。

今春、（株）サンエー・インターナショナ
ルからデビューしたレディスブランド「ル 
フィル」の第1号店が9月8日、「ニュウ
マン新宿」にオープンしました。同社ブ
ランドの「アドーア」が培ってきた精度
の高い物作りを背景に、高品質・高感度
の日常 着を提 案 。同 店
では商品と内装を一体
で表現し、四季とともに
変わる空間作りも演出
していきます。

TSIホールディングスの“今”をお伝えする、当社のホームページ内容を拡充しました。
株主の皆さまにとって、情報をより早く・より分かりやすく発信していきます。

ホームページを拡充しました

September , 2019

第6回「ロールプレイングコンテスト」開催

販売員のスキルアップや当グループの一体感向上を目的に、第6回目を迎えた「TSIホー
ルディングスグループロールプレイングコンテスト」を9月19日に開催しました。本年度は
当グループのアパレル全社が揃い、13社から24名が出場。日ごろ店頭で培った接客技術を表現
し、「ナノ・ユニバース」札幌ステラプレイス店の吉岡舞さんがプラチナ賞を受賞しました。

COMPANY 

決算説明会情報の強化

機関投資家・アナリスト向け決算
説明会について、すべてのステー
クホルダーの皆さまに公平に開示
すべく、プレゼンテーション資料
に沿って動画や書き起こしの文章
をご覧頂けるようになりました。

成功事例をインタビュー

注目ブランドの事業内容や成功
事例、新たな取り組みなど、お客
さまから支 持されるその背 景に
ついて、各ブランドのキーマンに
インタビューしています。

新たな取り組みを推進

「CSR（企業の社会的責任）」の
活動について、当社はさまざまな
取り組みの幅を広げています。事
業を通じた社会課題の解決や貢
献活動を積極的に行ない、持続的
な会社の成長に努めていきます。

コミュニケーションの活性化

動画コンテンツ「アイセキ」では、
お 互 い“ 初 めまして ”同 士 のグ
ループ社員が相席。テーマに沿っ
たフリートークで、相互理解や働
き方の向上、キャリアデザインの
確立を促進しています。

https://www.tsi-holdings.com

「PEARLEY GATES 
−常に新しく、30周年を機に−」
ホームページでご覧頂けます。

「今夏よりPPGがスタート」
ホームページでご覧頂けます。
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チャリティプロジェクトを開催

June , 2019

「ファッションECアワード」
2年連続受賞

BRAND BRAND

「ショット」は、国内外で活躍するクリエー
ターとコラボレーションしたチャリティプロ
ジェクト第１弾を９月14日より開催しまし
た。ブランドを象徴するダブルライダース
ジャケット「ワンスター」に、5名のクリエー
ターが独自のカスタマイズを施して販売。
その売上すべてとクリエーターのギャラン
ティを、米国Schott社より「国境なき医師
団日本」に寄付いたします。

繊研新聞社が主催する第2回「ファッションEC
アワード」において、「ナノ・ユニバース」がエク
セレント賞を2年連続で受賞しました。この賞
は、優秀・注目される直営ファッションECサイト
が選ばれるもので、サイトとアプリで常に新しい
デザインやコンテンツに挑戦するブランド戦略
をはじめ、顧客目線のサービスが高く評価され
ました。

新ライン「PPG（ピーピージー）」がデビュー ！
ブランド30周年を機に、次の31周年につなげる新た
な提案として今夏ローンチしました。ランニングや
ウォーキング、ジムでのトレーニングなどさまざまな
シーンで楽しんで頂くためのユースフルウエアです。
素材は運動性能の良い「ストレッチ」、吸水速乾性の
高い「イージーケア」、ストレスのない「シームレス」
であることを前提に、大胆でアクティブなロゴ使いと
二本のラインを配して、トラッドな印象も加味しています。
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https://www.tsi-holdings.com

上半期のブランド別売上高ランキングTOP10をご紹介！ 
各サイトやSNSでも旬の情報をお届けしています。

詳細は同封冊子を
ご覧ください。

優待

多彩なブランドが揃う
株主優待制度2019.3.1 ~ 2019.8.31

7

9

10

8 WOMEN

MEN
WOMEN

MEN
WOMEN

MEN／WOMEN

ナノ・ユニバース
高感度なトレンドとトラディショナルを織り交ぜ、
洗練された大人の装いを提案するセレクトショップ。

ナチュラルビューティー
ベーシック

「Comfortable（着心地の良さ）」をキーワードに、女性の
ライフスタイルの充実へ向けたリアルクローズを提案。

マーガレット・ハウエル
着心地や機能性を追求し、性別や年齢にとらわれ
ないタイムレスでモダンなデザインを発信。

1

2

3

優待

優待

優待

121億円

78億円

68億円

WOMEN
MEN

WOMEN

WOMEN／MEN
HOME

パーリーゲイツ
「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」をコン
セプトに、鮮やかな配色でファッショナブルかつ
機能性を兼備したゴルフウエアを提案。

4 優待

62億円

MEN
WOMEN

アヴィレックス
フライトジャケットに代表される優れた機能性・デ
ザイン性を誇るミリタリーアイテムが、世界各国で
長年支持されている。

5
37億円

MEN／WOMEN
KIDS

ステューシー

優待

アンディフィーテッド

ハフ

ヒューマンウーマン

優待

25億円

23億円

23億円

20億円

https://www.avirex-usa.com/

　「アヴィレックス」は長きに渡り、
アメリカ空軍の正式コントラク
ターとして、パイロットの命を守
るために厳しいミルスペック（軍
規格）をクリアしたフライトジャ
ケットを、正規支給品として供給
してきました。その技術を生かし、
素晴らしい機能性をタウンユースとして市場に広めるために、1975年
にAVIREX社が発足しました。（株）上野商会は1986年に日本における
独占販売権を取得し、「アヴィレックス」ブランドの展開をスタートしました。
1994年からはライセンス契約を結び、日本向けメンズアイテムを自社
企画したのち、グッズやレディス、キッズ、ペットグッズと展開も広がり、
今ではファミリーで楽しんで頂けるブランドへと成長しました。
　その中で支持され続ける要因は、市況に流されないモノ作りです。「タ
フであること」「丈夫であること」はもとより、グラフィックやカラーリン
グなど独自性のあるデザインも強みです。積み重ねた歴史を大切に、常
にお客様からの期待に応えられるよう、「ベストセラーよりロングセラー」
の姿勢で取り組んでいきます。

歴史と伝統を背景に

6 WOMEN

ローズ バッド

優待

31億円

会社情報／株式情報

商号 株式会社TSIホールディングス

本社 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

設立年月日 2011年6月1日

資本金 150億円

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・管理ならびにそれに付帯する業務

発行可能株式総数 400,000,000 株

発行済株式総数 105,783,293 株

株主数 9,430 名

所有者別株式分布状況

※ 上記のほか当社所有の自己株式123,469百株（11.67%）があります。
※ 持株数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

その他国内法人
16.28%

自己株式
11.67%

金融機関
42.01%

証券会社
0.44%

個人・その他
14.18%

外国人
15.42%

事業年度 毎年3月１日から翌年2月末日まで

定時株主総会 毎年5月開催

株主総会の基準日
2月末日
そのほか必 要があるときは、 あらかじめ
公告した日

公告方法

電子公告により当社のホームページに掲載します。
<https://www.tsi-holdings.com>
ただし、 事故その他のやむを得ない事由に
より電子公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先）  0120-782-031

（インターネットホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

■ 株 主 メ モ

■ 会 社 概 要 ■ 株 式 の 状 況

■ 取 締 役 及 び 監 査 役

（2019年8月31日現在）

代表取締役会長 三　宅　 正　彦

代表取締役社長 上田谷　 真　一

取締役副会長 三　宅　 孝　彦

取締役 大　石　 正　昭

社外取締役 篠　原　 祥　哲

社外取締役 髙　岡　 美　佳

社外取締役 西　村　 　　豊

監査役 山　田　 康　夫

監査役 中　嶋　 英　隆

社外監査役 杉　山　 昌　明

社外監査役 鍋　山　 　　徹 

大株主（上位10名）

株　主　名 持株数（百株） 持株比率（％）

株式会社日本政策投資銀行 86,250 8.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 51,543 4.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 49,533 4.68

株式会社みずほ銀行 45,445 4.30

株式会社三井住友銀行 43,776 4.14

日本生命保険相互会社 34,735 3.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 34,702 3.28

三宅孝彦 30,891 2.92

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 30,683 2.90

住友不動産株式会社 25,520 2.41
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