
 

   

平成 25 年４月 12 日 

各  位 

 

 

組織変更ならびに人事異動について 

 

当社と子会社である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の組織変更

ならびに人事異動を実施しますので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 組織変更（平成 25 年５月１日付） 

（１） 株式会社東京スタイル 

① 営業利益早期黒字化に向けた様々な施策に一定の成果が見られることから構造改革本部を

廃止する。 

② 売上の拡大と収益基盤の確立を目指すとともに、営業戦略の構築と実行を目的に事業本部の

下に新たに営業戦略部を設ける。 

③ 管理業務全般担当として、新たに管理部を設ける。 

 

２． 役員の異動及び担当業務の変更 

（１） 当社（平成 25 年５月 23 日付） 

氏 名 異動後 異動前 

濱田 博人 

取締役 

営業本部 店舗開発部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 執行役員] 

 

営業本部 店舗開発部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 執行役員] 

 ※平成 25 年５月 23 日開催の第２期定時株主総会で承認後に就任予定。  

 

（２） 株式会社東京スタイル（平成 25 年５月 22 日付） 

氏 名 異動後 異動前 

沼倉 光伸 退任 
取締役 

[㈱フィット代表取締役会長] 

藤田 浩之 
退任 

[㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長] 

取締役 

[㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長] 

大野 一郎 
取締役  

事業本部 部長 兼 営業戦略部長 

執行役員 

事業本部 部長 兼 営業戦略部長 

雨宮 真也 退任 社外監査役 

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

（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 

2013-007



 

   

 

氏 名 異動後 異動前 

瀧田 博 退任 社外監査役 

二宮 洋二 
社外監査役 

[㈱TSI ホールディングス 監査役] 

 

[㈱TSI ホールディングス 社外監査役] 

渡邊 文雄 
社外監査役 

[㈱TSI ホールディングス 社外監査役] 

 

[㈱TSI ホールディングス 社外監査役] 

 ※平成 25 年５月 22 日開催の㈱東京スタイル第 65 回定時株主総会で承認後に就任予定。  

 

３． 人事異動 

（１） 当社 

① 平成 25 年５月１日付 

氏 名 異動後 異動前 

門田 潔 

管理本部 部長 兼 同本部 総務部長 

兼 管財部長 

[㈱東京スタイル 執行役員] 

 

管理本部 部長 兼 同本部 総務部長 

[㈱東京スタイル 執行役員] 

兼子 隆司 内部監査室長 [㈱東京スタイル 執行役員 第１事業部長] 

吉川 哲郎 
リスク・コンプライアンス室長 

 

リスク・コンプライアンス室長  

兼 内部監査室長 

 

② 平成 25 年７月１日付 

氏 名 異動後 異動前 

藤田 浩之 
執行役員 

[㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長] 

 

[㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長] 

佐達 諭史 
執行役員 

㈱ローズバッド 代表取締役社長 

 

[㈱ローズバッド 代表取締役社長] 

桶田 俊二 
執行役員 

[㈱アルページュ 代表取締役社長] 

 

[㈱アルページュ 代表取締役社長] 

押木 源弥 

執行役員 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役 

㈱アングローバル 代表取締役社長] 

 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役 

㈱アングローバル 代表取締役社長] 

前川 正典 

執行役員 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役 

第１カンパニー長] 

 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役 

第１カンパニー長] 

仙座 学 

執行役員 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 執行役員 

第６カンパニー長] 

 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 執行役員 

第６カンパニー長] 



 

   

 

氏 名 異動後 異動前 

井上 隆亮 

執行役員 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役  

㈱TSI・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ  

代表取締役社長] 

 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役  

㈱TSI・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ  

代表取締役社長] 

大石 正昭 

執行役員 

管理本部 副本部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 監査役] 

 

管理本部 副本部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 監査役] 

坂田 修弘 

執行役員 

管理本部 財務経理部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役] 

 

管理本部 財務経理部長 

[㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 取締役] 

門田 潔 

執行役員 

管理本部 部長 兼 同本部 総務部長 

兼 管財部長 

[㈱東京スタイル 執行役員] 

 

 

管理本部 部長 兼 同本部 総務部長 

[㈱東京スタイル 執行役員] 

 

（２） 株式会社東京スタイル 

① 平成 25 年５月１日付 

氏 名 異動後 異動前 

大野 一郎 
執行役員 

事業本部 部長 兼 営業戦略部長 

執行役員 

構造改革本部長 兼 事業本部 部長 

田中 智也 執行役員 第１事業部長 第２事業部長 

宇佐美 千秋 第２事業部長 第２事業部 次長 

斎藤 健一 管理部長 
[㈱TSI ホールディングス 

管理本部 管財部長] 

 

以 上 


