
 

 

平成 18 年 5月 31 日 

各      位 

会 社 名       小  杉  産  業  株  式  会  社 

代表者名   取 締 役 社 長     瀬    戸     厚 

（コード番号 8146    東証第 2 部） 

問合せ先   取締役経営管理本部長   稲  村   聡 

（TEL 03 － 3542 － 6421） 

 

 

 

株式会社ツー・アンド・ワン株式譲渡契約締結に関する取締役会決議のお知らせ 

 

 

当社は本日開催の取締役会において、OPE パートナーズ株式会社が業務執行組合員となっている OPE

パートナーズ一号投資事業有限責任組合との間で、株式会社ツー・アンド・ワン（以下、「２＆１」

という）の発行済株式の 100％を対象とする譲渡契約書を締結することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

「２＆１」は過去１０年間に全国にＳＰＡ店舗網を構築し、総合ゴルフスタイルの提案型企業とし

て先駆的地位を確立、海外市場へも積極的に進出するなど、様々な強みを持っております。 

一方当社は、「新中期事業計画」に基づきＳＰＡ事業の展開を本格化しており、スポーツファッショ

ン、アウトドアアパレル事業の強化を進めております。 

本取得により、両社の優位性を生かし、顧客や販路の活用、共同ブランド開発、物流統合などを行

い、事業領域の拡大、顧客層の拡充、魅力的な商品展開、経費削減を致します。また、このような相

乗効果がもたらされることで、企業価値を向上させてまいります。 

 

1. 株式等の取得の理由 

① 「２＆１」の持つブランド力 

（MU SPORTS（MIEKO UESAKO SPORTS、K’S MU SPORTS）及び STREET@GREEN） 

② 感性が高く、ファッションにも敏感な女性顧客を多く抱えている点 

③ 主要都市の集客力のあるスポット、有力百貨店、大型アウトレットモールなどに店舗を構えてい

る（直営 21 店舗、百貨店インショップ 17 店舗）と共に、ゴルフ用品市場における主要取引先と

の広範な営業網を有している点 

④ ゴルフ用品・小物に関する優れた企画力を有している点 

⑤ ＳＰＡ運営のノウハウを保有している点 
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2．想定するシナジー効果 

① 両社の販売チャネル拡大 

当社の全国百貨店に対するネットワークを活用することで、２＆１の販路拡大に寄与することが

可能となる。また、２＆１の店舗において当社ブランド（「KENZO GOLF」「CW-X」）を展開す

ることで、当社商品の販路拡大も可能となる。 

② 新規ゴルフブランドの開発 

両社が保有するゴルフ事業に対するノウハウを相互に提供することで、収益性の高い自社ブラン

ド開発が可能となる。 

③ 海外市場での展開 

当社グループ企業の海外ネットワークを活用することで、２＆１の海外展開をサポートすること

が可能となる。 

④ 物流センターの統合 

両社の物流センター（埼玉・大阪）を実質一元化するなど、物流業務の効率化とコスト削減が可

能となる。 

⑤ 仕入れ条件の改善（スケールメリットの確保） 

両社にて共同仕入を行うことで、スケールメリットを活用した利益率の改善等が可能となる。 

  

3. 「２＆１」の概要 

(1) 会  社  名：株式会社ツー・アンド・ワン 

(2) 代  表  者：勝又 清之 

(3) 所  在  地：大阪府大阪市西区新町２－４－２ なにわ筋 SIA ビル 

(4) 設 立 年 月 日：平成 2年 8月 2日 

(5) 主な事業内容：ゴルフ用品及びゴルフウェア等の企画・製造・販売 

(6) 決  算   期：2月末 

(7) 従  業  員  数：127 名 

(8) 店   舗   数：直営 21 店舗、百貨店インショップ 17 店舗 計 38 店舗 

(9) 資  本  の  額：206 百万円 

(10)発行済株式総数：8,020 株 

(11)株主構成および所有割合: 

OPE パートナーズ一号投資事業有限責任組合 

業務執行組合員 OPE パートナーズ株式会社 

代表取締役社長 嶺 英俊  8,020 株  100％ 

(12)ＨＰアドレス：http://www.2and1.co.jp 

(13)最近事業年度における業績の動向             

（百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 18 年 2 月期実績 3,356  54  38 68 
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4. 主な株式の取得先 

(1) 社    名：OPE パートナーズ株式会社 

(2) 代  表  者：代表取締役社長 嶺 英俊 

(3) 本店所在地：東京都港区浜松町 2－4－1 世界貿易センタービル 37階 

(4) 主な事業内容：有価証券に対する投資、コンサルテイング 

(5) 当社との関係：無し 

 

5. 取得株式数、取得価額および取得後の所有株式の状況 

(1) 移動前の所有株式数  無し 

(2) 取得株式数   8,020 株（取得価額 700 百万円/１株 87,281 円） 

(3) 移動後の所有株式数  8,020 株（発行済株式総数 8,020 株/100％） 

 

6. 日程 

平成 18 年 5 月 31 日 取締役会決議 

株式譲渡契約書締結並びに株式代金資金決済 

 

7. 今後の見通し 

当期業績に及ぼす影響については現在算定中のため、わかり次第お知らせいたします。 

 

8. 当社グループのこれまでのＭ＆Ａ展開 

小　　杉　　産　　業

企　業　価　値　向　上

タ　ガ　ラ

平成17年7月29日

ニ　ー　ズ

平成17年8月31日

　・事業領域拡大
　・顧客層拡充
　・魅力的商品展開

マーケティング
企画機能
生産体制

経営資源

マーチャンダイジング・ミックス
SPAノウハウの共有

スポーツファッションノウハウの共有
ブランドの共同開発

販　路
ヤングレディス市場

・共同直営店展開
・QR生産体制構築
・新規メンズブランド導入

・SPA事業拡大

・スポーツファッション事業
　強化

・新規顧客獲得

・Local Motion

・MIEKO UESAKO SPORTS

・新規ブランド導入

・SPA事業展開
・ヤングレディス市場参入
・CHARLES JOURDAN BIS

経営資源

・顧客層
・店舗展開エリア
・取り扱い商品

相互補完

ミ　ナ　ミ

平成17年11月30日

コ ー ジ ツ

平成18年2月14日

ツー・アンド・ワン

平成18年5月31日

 

 

 

以 上 
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≪参考資料≫  株式会社ツー・アンド・ワン全ショップリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直営店（21 店） 

店舗名 〒 住所 TEL 

札幌店 064-0806 北海道札幌市中央区南 6条西 2-8-3 011-521-0201 

仙台店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-4-28 022-216-6921 

宇都宮店 320-0802 栃木県宇都宮市江野町 10-14 025-638-3637 

六本木店 107-0052 東京都港区赤坂 9-6-29 03-3746-0437 

銀座並木通店 104-0061 東京都中央区銀座 8-6-20 03-5537-3217 

新宿店 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-14-8 03-5287-3021 

赤坂店 107-0052 東京都港区赤坂 3-20-2 03-5114-8021 

自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘 2-11-11 03-5731-7921 

横浜元町店 231-0861 神奈川県横浜市中区元町 3-116 045-664-1227 

金沢店 920-0981 石川県金沢市片町 1-4-11 076-232-8621 

名古屋錦店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-13-34 052-968-2124 

京都祇園店 605-0074 京都府京都市東山区四条大和大路東入祇園南側三部540-2 075-532-5621 

心斎橋店 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋 2-6-29 06-6212-1114 

北新地店 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 1-2-32 06-6344-3771 

OAP プラザ店 530-6001 大阪府大阪市北区天満橋 1-8-30 06-4801-9005 

りんくうアウトレット店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南 3-28 0724-58-0210 

神戸店 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通 1-5-6 078-321-0017 

広島堀川店 730-0033 広島県広島市中区堀川町 3-9 082-543-5621 

博多中洲店 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 4-4-10-2F 092-283-2211 

熊本店 860-0807 熊本県熊本市下通 1-3-7 096-311-2411 

鹿児島店 892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町 16-14-1F 099-216-8071 

百貨店インショップ（17 店） 
店舗名 〒 住所 

丸井今井 札幌本店 060-0061 北海道札幌市中央区南 1条西 2 丸井今井札幌一条館 4F 

丸井今井 函館店 040-0011 北海道函館市本町 32-15 丸井今井函館店 4F 

西武百貨店 旭川店 070-8507 北海道旭川市一条通 8丁目右 1号 旭川西武 B館 4F 

藤丸 帯広本店 080-8677 北海道帯広市西 2-8-1 藤丸帯広本店 4F 

きたみ東急百貨店 090-8509 北海道北見市大通西 2-1 きたみ東急百貨店 3F 

三越 仙台店 980-8543 宮城県仙台市青葉区一番町 4-8-15 三越仙台店 5F 

伊勢丹 新宿本店 160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1伊勢丹新宿本店メンズ館7F 

小田急百貨店 新宿ﾊﾙｸ店 160-8001 東京都新宿区西新宿 1-1-3 小田急百貨店新宿店ハルク 1F 

東武百貨店 池袋本店 171-8512 東京都豊島区西池袋 1-1-25 東武百貨店池袋本店本館 8F 

そごう 千葉店 260-8557 千葉県千葉市中央区新町 1000 そごう千葉店 9F 

松坂屋 名古屋本店 460-8430 名古屋市中区栄 3-16-1 松坂屋名古屋本店南館 5F 

JR 東海高島屋 名古屋店 450-6001 名古屋市中村区名駅 1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 8F 

近鉄百貨店 阿倍野本店 545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 近鉄百貨店阿倍野店 5F 

阪神百貨店 梅田本店 530-8224 大阪市北区梅田 1-13-13 阪神百貨店梅田本店 8F 

西武百貨店 八尾店 581-8680 大阪府八尾市光町 2-60 オーロラモール・八尾西武店 5F 

井筒屋 小倉本店 802-8511 北九州市小倉北区船場町 1-1 井筒屋小倉本店新館 6F 

岩田屋 久留米店 830-8510 福岡県久留米市天神 1-1 岩田屋久留米店 

 

【東海･北陸】4店 

直営店 2店 

百貨店 2店 

【中国･四国】1店 
 

直営店 1店 

【関東･甲信越】11店 

直営店 7店 

百貨店 4店 

【関西】9店 

直営店 6店 

百貨店 3店 

【九州】5店 

直営店 3店 

百貨店 2店 

【北海道･東北】8店

直営店 2店 

百貨店 6店 
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