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　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。

　株式会社トライステージは、中長期的な成長基盤の構

築を目指した3ヵ年の中期経営計画を、当期2015年2月

期で完了いたしました。当初目標として掲げた数値目標

は計画2年目の段階で下げざるを得なくなりましたが、

当期の業績は、減収のなかで大幅な営業利益の増加を果

たすことができました。前期比で売上高10.7％減に対

し、営業利益18.6％増、経常利益19.8％増、当期純利益

42.3％増となりました。過去2年間の“筋肉質な企業体

質への変革”の取組みが結実してきたものと考えており

ます。

　2015年3月より、新たな3ヵ年の中期経営計画がス

タートいたしました。同計画は、これまでの取組みで整

備された収益基盤を基礎に、成長に向けて本格的に舵を

切っていこうという内容となっております。

　財務戦略についても大きな変更を加えました。ROE

を重要な経営指標と位置づけ、売上・利益の拡大、積極

的な投資などを通じて、のれん控除前ROEを現在の

7.3％から3年後には10.0％への向上を目指します。さ

らに、株主の皆様への利益還元については、現在、十分な

内部留保を確保していることから、今後3年間は配当性

向100％を目指してまいります（＊）。

　株主の皆様には、引き続き当社の経営にご理解とご支

援をたまわりますようお願い申し上げます。

To Our Shareholdersごあいさつ
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 次期（2016年2月期）の業績見通しについて

　平成28年2月期の連結業績は、売上高34,818百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益772百万円（前年同期比16.0％減）、経常利益

764百万円（前年同期比18.0％減）、当期純利益410百万円（前年同期比23.1％減）を見込んでおります。

＊：2015年3月31日公表の「平成27年2月期 決算短信」における配当予想の数字とは異なります。配当に関する上記の方針は、2015年4月21日公表の「トライステージグルー
プ 中期経営計画」に掲載されておりますので、当社ホームページ「投資家情報」をご覧ください。

代表取締役会長 取締役 社長執行役員



Financial Highlights財務ハイライト
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営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

（単位：百万円）当期純利益 総資産 純資産/自己資本比率 （単位：百万円、%）（単位：百万円）

売上高 （単位：百万円）

1株当たり当期純利益金額 1株当たり純資産 （単位：円）（単位：円）ROE （単位：%）
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※2012年11月にメールカスタマーセンター株式会社を子会社化したことより、第7期（2013年3月期）第3四半期より連結決算を開始しております。
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特集 ❶ 　トライステージの成長戦略（2016年2月期～2018年2月期 中期経営計画）

ダイレクトマーケティングのさらなる革新　
新中期経営計画『Tri’s next vision 2015』がスタート

前中期経営計画で今後の成長基盤

の整備が完了、2016年2月期から
新中期経営計画をスタートさせ再成

長を図り、“ダイレクトマーケティン

グのイノベーションカンパニー”への

進化を目指します。

■ 新業種クライアント開拓及び販売
効果の高い自社通販番組を実施

■ 放送枠効果実績に基づいた仕入・枠
提案を行い、クライアントの効果向
上により売上、利益の増加を図る

■ 収益率の向上を図るために、既存
ビジネスの収益率改善施策

■ 新サービスの開発・拡大を展開

■ ASEAN5か国＋台湾において、日
本企業向けのマルチチャネル型通
販支援事業※を展開

■ BtoCビジネスを本格的に開始

主な施策 主な施策

TV番組枠・広告枠の販売

番組制作

TV番組枠・広告枠の仕入れ

● TV広告形態の拡充

● 仕入の最適化

● 新業種の開拓
● 顧客に最適な枠を選定

※ マルチチャネル型通販支援:
TVインフォマーシャルだけでなく、アウトバウン
ズ、EC、リテール（店舗流通）を含めたサービス

新サービスの開発と拡大

新規顧客の獲得

既存顧客の取扱い拡大
および収益率の改善

T V 事 業

1
成長戦略 成長戦略 成長戦略

2 3
海 外 事 業D M 事 業

405億円

348億円
321億円

360億円338億円

ダイレクトマーケティングの
イノベーションカンパニー

中長期ビジョン

24億円

555億円

最終年度目標

新中期経営計画（計画）前中期経営計画（実績）

（2015/2）前中期経営計画の実績

営業利益
(EBITDA)

売上高

営業利益

売上高

9.1億円

321億円

予想比※ +12.4% 

予想比※ -10.8% 

トライステージ
台湾

トライステージ
インドネシア

トライステージ
タイ

トライステージ
ベトナム

トライステージ
マレーシア

トライステージ
シンガポール

トライステージアジアHD（仮）

※  ’15/2期初の事業予想との比較です。

第 7期
’13/2

第 8期
’14/2

第 9期
’15/2

第 10期
’16/2

第 11期
’17/2

第 12期
’18/2
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Special Feature　1

・　・　・第 8期
’14/2

第 7期
’13/2

第 12期
’18/2

第 9期
’15/2

により、売上拡大と利益成長を目指す

■ テレビ広告のアセット、強みを活か
した新サービスを間もなくリリース

■ テレビとWEB連動広告商品と動画
広告を推進

主な施策

成長戦略

ビジョン

投資戦略財務戦略

新中期経営計画では、成長戦略として
推進する事業戦略を、4つのカテゴ
リーで掲げております

’13/2-’15/2月期の投資実績は
主にMCC株式取得の
約4億円
今後3年間でM&Aに関して
100億円規模の投資を実施

ROEの向上

株主還元の充実

（M&A、システム等）
成長に向けた積極投資

海 外 事 業 の 革 新 的なビジネスモデルでの展開

T VとW E Bのシームレス化を見据えた独自のW E B広告の実現

ダイレクトマーケティングにおける T V広告のさらなる革新

TV事業1 2 DM事業

WEB広告事業海外事業3 4

■ ROE（のれん控除前）の推移

■ 1株当たり配当金と配当性向の推移TV事業の強みを活かしたWEB広告事業

TV+WEBの連動広告
動画広告

TV広告のアセット、
強みを活かした新サービス

（培ってきた強みを発揮）
TV事業

成長戦略
4

W E B広告事業

（目標）

（目標）

今後3年間も同様に
配当性向100%水準
を目指す

・　・　・

71円

20円20円

39.7%

59.6%

3.5%

5.6%

7.3%

10.0%

100%99.3%1株当たり
配当金

配当性向

第 8期
’14/2

第 7期
’13/2

第 12期
’18/2

第 9期
’15/2
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特集 ❷ 　マネジメント座談会

妹尾: 前中期経営計画の3ヵ年は“大きな変革”を断行した
期間でした。利益回復を目指した中計初年度に更に
大幅な収益悪化を招いた当社は、経営全体の総点検
を行いました。その結果、中計2年目から執行業務の
全てを改めて私が統括し、全社員の意識を変えてい
くところからの再スタートを行いました。そして中計

3年目には執行役員制度を導入し、“変革”の総仕上
げを行いました。

鈴木: 社長が行った“筋肉質”な企業体質への変革によっ
て、我々執行役員を含めた全社員の意識は完全に変
わりました。我々が取り扱っているテレビ放送枠は、
我々自身がリスクを背負って仕入れている“大切な
商品”であり、安易な値引き販売を行うようなことが
あってはならない、という当たり前の認識を取り戻す

ことができたと思います。また、営業員が現状に甘ん
じ、新規クライアント開拓に対する積極性を欠いて
いた点も見逃せません。この反省に立って、昨年新
規開拓専門の部署を立ち上げ積極的な新規開拓活
動を行った結果、新たに40社近いお客様を獲得する
ことができました。こうした意識改革に加えて、前田
が構築したデータベースによって収益改善に弾みが
ついてきました。

前田: 当社には、様々な業種のクライアント企業に対する
テレビ通販支援の実績が積み重なってきています。
どんな商品をどんな放送枠で放送し、どんな成果が
得られたか、といった多数の事例を持っています。
これらを全てデータベース化し、全営業員に“見え
る化”することで、クライアント企業にお勧めすべき

前中期経営計画（2 0 1 3年2月期～2 0 1 5年2月期）を終え、

2 0 1 5年3月から新中期経営計画（2 0 1 6年2月期～2 0 1 8年2月期）がスタートしました。
これを受け、今回は6名の執行役員による座談会を実施し、前中期経営計画の総括と
新中期経営計画に基づいた今後の成長戦略をお伝えいたします。

取締役　社長執行役員

会社経営および業務執行全般
ならびに人事部 管掌

妹尾 勲
取締役 執行役員

第1営業部、第2営業部、海外事業推進部
および営業企画部 管掌

鈴木 雄太郎
取締役 執行役員

コールセンター部、事業戦略部
およびメディア部 管掌

前田 充章

前中期経営計画では、“大きな変革”を成し遂げ、今後の成長基盤の再構築を果たすことができました。
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最適な放送枠が瞬時に分かるようになりました。この
データベースを活用した放送枠割振の効果は非常に
大きく、クライアント企業の媒体投下量に対する販売
額は導入前の約1.4倍となりました。

鈴木: 放送枠を「商品」と捉え、自信を持ってクライアント企
業に最適な商品を提供することができるようになっ
たことで、同時に当社の大幅な利益改善にもつなが
りました。売上総利益率で見ると、前期末に比べ2.9
ポイント改善するといった大きな成果です。

妹尾: 収益の柱である既存事業において、収益基盤の再構
築を行うことができたということであり、換言すれば、

今後の再成長を目指していくための強い基礎が整っ
たということです。

前田: データベースが積み重なれば積み重なるほど、精度
はどんどん高まり、クライアント企業の販売実績の
向上と当社の利益率向上の両方を同時に実現する

WIN-WINの関係がより強固なものとなっていきま
す。逆に言えば、当社のような総合的な支援実績を
持たないほとんどの企業には決してまねのできない
データベースと提案力を当社は手に入れた、というこ
とができます。

妹尾: 前中期経営計画では、新規事業の立ち上げにも注力
し、WEBビジネス、CRM（顧客管理）ビジネス、海外
ビジネスという3つの分野で一定の成果を上げるこ
とができました。CRM関連ではM&Aによる新たな
売上が積み上がりました。WEB関連と海外関連で
は、新たな収益創造という当初の目論見まではいき
ませんでしたが、十分なテストマーケティングができ

ました。
前田: WEB関連の取組みとしては、今後のWEBマーケッ

トへの本格的な進出に当たり、“テレビ通販支援最大
手”という当社の強みを再認識・再定義することがで
きた点が大きかったと思っています。昨年春にリリー
スした「オフラインアトリビューション（トライステー
ジMCO）」によって、テレビ通販番組がWEB申込み

新規事業についても、今後の本格化に向けた基礎を整えることができました。

執行役員（非常勤）

メールカスタマーセンター株式会社 
代表取締役社長

濱嵜 勝海
取締役　執行役員

経営管理部
および営業統括部 管掌

野口 卓
執行役員

経営企画部 管掌

緒方 健介
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特集 ❷ 　マネジメント座談会

に非常に大きな効果をもたらしていることを業界で
初めて明確に示しました。これは、既存クライアント
企業においてはテレビとWEBの効果的なメディア
ミックス提案、新規クライアント企業に対しては当社
ならではの差別性の高い提案につながってきました。

妹尾:CRM関連では、ダイレクトメールの発送代行におい
て強い競争力を持つメールカスタマーセンター株式
会社（MCC社）をM&Aにより取得したことで、クラ
イアント企業のLTV（顧客生涯価値）最大化のお手伝
いをする武器の一つを入手することができました。

濱嵜: 2012年11月にトライステージの子会社となり、以
来、シナジー発揮に向けた取組みを続けてきました。
トライステージとMCC社の社員が相互に強みを理

解し合い、情報交換を密にし、場合によっては協働で
提案書を作成する、といった取組みも行ってきまし
た。その結果、まだ数社ではありますが、協働提案に
よる受注案件も積み上がってきました。

鈴木: 私は海外事業も管掌していますが、2012年10月のベ
トナム進出を皮切りに、台湾、マレーシア、タイ、シン
ガポールと、主にASEANでの実績を積み重ねてきま
した。2014年11月にはマレーシアにて楽天マレーシ
アと連携し、現地企業の通販支援を開始したり、12月
にはタイの大手現地メディアと合弁会社を設立した
りと、各地で現地パートナーの構築を同時に進めるこ
とができ、今後の本格化の基礎が整ってきています。

妹尾: 2015年3月から、新たな3ヵ年がスタートしました。新
中期経営計画は、従来とは異なる方法で策定しまし
た。まず私が目指すビジョンを示し、これを実現する
ための戦略・施策をプロジェクトメンバーが組み上げ
ていく、という方法をとりました。従来のトップダウン
型から完全にボトムアップ型の策定方法に切り替え
たことで、全社的に達成に向けた非常に強い意識が
生まれています。

緒方: 本年3月1日付で新設された経営企画部を任された
私の役割は、社長のビジョンを実現することに尽き
ると考えています。そのために、各事業部門と協力し
て全社的な経営戦略に仕立て上げ、実行を精一杯サ
ポートしていきます。

妹尾: 当社のあるべき姿を「ダイレクトマーケティングのイ
ノベーションカンパニー」と位置づけました。ダイレク

トマーケティングの分野で、考え得るあらゆるチャレ
ンジを実行し、持続的なイノベーションを起していく
という思いを表明したものです。

前田: メディアの中でもテレビは長い歴史を持っており、

WEBと比べると変化に対してあまり迅速な業界で
はありません。テレビとWEBの支援サービスを融合
していくことで、テレビの世界に劇的な変化をもたら
し、ダイレクトマーケティングの圧倒的No.1になって
いきたいと思います。当社が今持っているポジション
と経営資源から考えれば、“なれる”と私は確信してい
ます。

鈴木: 私は社長のこの思いに対して、“中長期的にグローバ
ルカンパニーになっていくことを目指す”ことで応え
ていきたいと思っています。成長著しいASEAN経
済と共に、当社の成長を追求していきます。

新中期経営計画では、「ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー」を追求していきます。

妹尾: 新中期経営計画では、3年後に連結売上高555億円、
営業利益（EBITDA）24億円を目指します。これを実
現させるために、この3年間で100億円規模のM&A
投資を含む大胆な投資を実施する計画です。MCC
社株式取得の約4億円のみだった前中期経営計画と

比較すると、今回の投資は非常に大胆なものです。
緒方: 連結売上高555億円という目標を達成するために

は、オーガニックグロース（現状の経営資源を活用
した成長）を最大化させることに加えて、戦略的な

M&Aによる成長も不可欠です。投資は、この両方を

555億円の売上目標達成に向け、100億円規模のM&A投資を含む大胆な投資を実行します。
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Special Feature　2

見据えたものとなっています。
野口: 経営管理部を管掌する私の役割は、グループ全体の

販管費や資金調達コストの圧縮、キャッシュフロー・コ
ントロールなどに注力し、必要とする資金を必要とす
る時に活用できる財務基盤をしっかり整えておくこと
だと認識しています。

鈴木: 主力のテレビ事業では、前述のデータベースを活用
した放送枠割振について、販売管理を含む基幹シス
テムと連携させ、最大限の効果を引き出すことがで
きるものへと高度化していくための投資を行ってい
きます。このシステムを基礎に、クライアント企業の
売上を高めると当時に、当社の放送枠仕入の合理化・
効率化による利益率アップを図ります。このWIN-
WINの関係の持続的向上と拡大が、テレビ事業の最
も重要な目標です。

前田: WEB広告事業では、WEBに対する豊富な知識・ノウ
ハウ・経験を持ったプロフェッショナル集団を自前で保
有することを目指しています。次のご報告では、より具
体的な活動内容もお知らせできるものと思います。

鈴木: 最も大きな投資を計画しているのは海外事業です。

ASEANを中心とした進出の本格化を図っていきま
すが、国・地域によって事情が異なり、それぞれの国に
合った体制づくりを行っていかなければなりません
ので、今後、資本提携やM&Aなどを臨機応変に行っ
ていくことを想定しています。こうした活動の成果に
ついては、今後、随時ご報告していきます。

濱嵜: DM事業でも数億円の投資を計画しています。既存

事業の延長線上にある「印刷事業」をDM事業にお
ける新たなサービス領域と見定め、積極的な投資に
よる事業化を図ります。これにより、DMの企画・制作
から発送までをトータルに提案できるリーディングカ
ンパニーへの進化を目指します。

妹尾: こうした取組みの成果を早期に獲得していくべく、

3ヵ年のうち、初年度の2016年2月期を「投資フェー
ズ」と位置づけて集中的な投資を実行する予定で
す。そのため、初年度は増収減益の予想を立ててお
りますが、中期的な経営判断に基づくものであり、株
主の皆様にはご理解賜りたく存じます。

緒方: 定性的な目標については、繰り返しになりますが社長
が描いた中長期ビジョンの実現を目指すという取組
みに変化はありません。一方、数値目標については、
激しく早い外部環境の変化に応じて、1年ごとに見直
しを図り柔軟にローリングしていく予定です。

野口: 2016年3月に当社は設立10周年を迎えます。通販
支援のリーディングカンパニーとして、クライアント
企業・その顧客・当社のWIN-WIN-WINの関係を深
めていくためにも、業容の拡大とあわせてコーポレー
ト・ガバナンスおよびコンプライアンスの更なる強化
を図っていきます。

妹尾: 経営体制、全社員の意識、中期経営計画や戦略の運
営方法など、すべての面でトライステージは“変革”を
遂げております。その姿を、売上・利益の再成長という
具体的な実績として示してまいりたいと考えておりま
す。今後のトライステージグループにご期待ください。

　私はこれまで、コンサルティングや企業投資を旨とする会社でノウハウと経験、さらには人脈を磨いてまいりまし
た。当社において、こうした門外漢と言える人材が執行役員となった例は、私が初めてです。これは、当社がこれまで
の変革を更に大胆に推し進めようとする決意の表れであるとも言えます。
　今後、経営企画部長として、社長が思い描く未来の実現に向け、戦略的かつ合理的な経営プランの立案と実行に
注力してまいります。また、多様性のある優秀な人材の採用、成長に不可欠な企業やプロジェクトの買収にも力を尽
くしてまいります。
　その結果、新しい人材や企業・プロジェクトが既存の人材と交わって相乗効果を生み出していくといった好循環を
築いていければと考えております。

執行役員　経営企画部長 （就任:2015年3月1日）緒方　健介

新執行役員のご紹介
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特集 ❸ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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Special Feature　3
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Special Feature　3特集 ❸ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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前 期
2014年2月28日

当期
2015年2月28日

（資産の部）

流動資産 11,291,163 11,980,959

固定資産 1,450,525 1,006,142

　有形固定資産 326,926 273,146

　無形固定資産 470,464 345,351

　投資その他の資産 653,134 387,644

資産合計 12,741,689 12,987,102

前 期
2014年2月28日

当期
2015年2月28日

（負債の部）

流動負債 3,685,059 3,594,802

固定負債 441,881 398,387

負債合計 4,126,941 3,993,189

（純資産の部）

株主資本 8,592,925 8,979,306

その他の包括利益累計額 △ 1,283 △ 144

少数株主持分 23,105 12,241

新株予約権 ̶ 2,509

純資産合計 8,614,747 8,993,913

負債純資産合計 12,741,689 12,987,102

（単位：千円）

前 期
2013年3月　1日～
2014年2月28日　

当期
2014年3月　1日～
2015年2月28日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 719,781 605,859

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 1,038,865 △ 61,100

財務活動による
キャッシュ・フロー 30,703 △ 160,664

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） △ 288,380 384,094

現金及び
現金同等物の期首残高 1,847,914 1,559,534

現金及び
現金同等物の期末残高 1,559,534 1,943,628

（単位：千円）連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表

前 期
2013年3月　1日～
2014年2月28日　

当期
2014年3月　1日～
2015年2月28日　

売上高 36,023,571 32,185,232

　売上原価 33,131,144 28,992,661

売上総利益 2,892,427 3,192,571

　販売費及び一般管理費 2,116,978 2,273,144

営業利益 775,448 919,426

　営業外収益 9,935 20,695

　営業外費用 7,979 8,553

経常利益 777,404 931,567

　特別利益 ̶ 6,439

　特別損失 98,082 1,799

税金等調整前当期純利益 679,321 936,208

　法人税、住民税及び事業税 276,690 298,856

　法人税等調整額 38,619 102,972

　少数株主損益調整前
　当期純利益 364,011 534,379

　少数株主利益又は
　少数株主損失（△）　 △ 10,938 999

当期純利益 374,949 533,380

（単位：千円）連結損益計算書

財務状態

総資産は、現金及び預金等が減少した一方で、受取手形及び売
掛金、有価証券等が増加したことから、前期末比2億4,541万円
増の129億8,710万円となりました。また、純資産合計は、当
期純利益が増加したこと等により、同3億7,916万円増の89億
9,391万円となりました。結果、自己資本比率は69.1%となり、
引き続き盤石な財務基盤を維持しております。

Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表
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株主アンケート
集計結果のご報告

第9期第2四半期株主通信におきまして、第12回目となる株主アンケートを実施
させていただきましたので、その集計結果の一部をご紹介させていただきます。

ご回答いただきました740名の株主様（返信率17.6％）
のプロフィールは、次のとおりです。
この場をお借りして、ご協力に感謝申し上げます。

■ 男性 71.2%
■ 女性 22.2%
■ 無記入 6.6%

■ ～20代 1.9%
■ 30代 11.5%
■ 40代 16.1%
■ 50代 18.1%
■ 60代 36.2%
■ 70代～ 15.2%
■ 無記入 1.1%

性別

年齢

0.0 20.010.0 60.050.040.030.0（%）

26.2

9.7

8.1

4.3

54.1安定的な配当

40.0収益を重視した
安定的な成長戦略

財務体質の
健全性確保

事業領域を絞った
拡大戦略

事業領域の拡大

その他

27.0積極的な成長戦略

当社の経営に対して期待することをうかがった結果、①「安定的
な配当」54.1％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」40.0％、
③「積極的な成長戦略」が27.0％という順番となりました。

株主優待制度 配当政策

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、株主優待制度を新設し、2012年 
8月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象として開始しております。
　また、2014年2月28日現在の株主名簿に記載または記録された株主様から、内容を拡充
した制度にて実施させていただいております。

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経
営課題のひとつとして認識しており、財務基盤
の強化及び今後の持続的成長のための内部留
保の充実を図りつつ、経営成績、投資状況、財
務状況を勘案し、適切な利益還元策を実施する
必要があると考えております。
　今後の配当につきましては、2015年4月21
日に公表した新中期経営計画に基づき、現状で
は十分な内部留保を確保しているため、今後3
年間は配当性向100%を目指してまいります。

保有株式数 基準日 第2四半期（8月末）

100株以上500株未満 1,000円相当のクオカード

500株以上 2,000円相当のクオカード

保有株式数 基準日 第2四半期（8月末） 基準日 第4四半期（2月末）

100株以上500株未満 1,000円相当のクオカード 1,000円相当のクオカード

500株以上 5,000円相当のクオカード 5,000円相当のクオカード

　当期につきましては、利益目標を大幅に超
過したことおよび成長事業のための資金が十
分にあることを考慮し、71円とさせていただ
きました。

　次期配当につきましては、配当性向100％を
目指します。

■拡充の内容

2014年2月末より、株主優待制度を拡充いたしました。

（変更前）

●8月末に加え、2月末を基準日とした株主優待を追加
●500株以上保有の株主数への優待品を、2,000円相当から5,000円相当の 
　クオカードへ拡充

（変更後）

当期（2015年2月期）の配当

次期（2016年2月期）の配当予想

Shareholders Information株主関連情報
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 商号 株式会社トライステージ

Tri-Stage Inc.

 本店 〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21階

TEL. 03-5402-4111（代表）

 URL http://www.tri-stage.jp/

 設立日 2006年3月3日

 資本金 644,738千円

 従業員数 連結 155名　単体 134名

会社概要 （2015年2月28日現在）

株式分布状況

金融機関
1名
0.02%

その他の法人
31名
0.69%

金融商品取引業者
14名
0.31%

自己名義株式
1名
0.02%

外国法人等
14名
0.31%

個人・その他
4,454名
98.65%

金融機関
3,600株
0.05%

その他の法人
769,900株
10.10%

金融商品取引業者
15,285株
0.20%

自己名義株式
150,235株
1.97%

外国法人等
1,959,500株
25.72%

個人・その他
4,721,480株
61.96%

所有者数別

所有株数別

（2015年2月28日現在）

取締役・監査役・執行役員 （2015年5月27日現在）

 代表取締役会長 丸田　昭雄

 取締役 社長執行役員 妹尾　　勲

 取締役 執行役員 鈴木雄太郎 

 取締役 執行役員 野口　　卓 

 取締役 執行役員 前田　充章

 取締役 加島　敏幸 ※

 取締役 杉山　博髙 ※

 取締役 中條　　宰 ※

 監査役 安島　和夫 ※

 監査役 柳瀬　貞朝 ※

 監査役 百合本安彦 ※

 監査役 藤井　幹晴 ※

 執行役員 緒方　健介 

 執行役員 倉田　育尚 

 執行役員（非常勤） 濱嵜　勝海

※社外役員

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 1,643,100 21.99
妹尾　勲 1,068,100 14.29
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 994,000 13.30

リンクアップ株式会社 729,600 9.76
MELLON BANK NON-TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 695,200 9.30

中村　恭平 536,000 7.17
小杉　誠 305,200 4.08
CGML PB CLIENT ACCOUNT/
COLLATERAL 174,200 2.33

NOMURA PB NOMINEES 
LIMITED OMNIBUS-
MARGIN(CASHPB)

42,800 0.57

グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.42

大株主

(注 ) 1. 当社は、自己株式150,235株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2015年2月28日現在）

Shareholders Information / Corporate Data株主関連情報／会社情報

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,620,000株

 株主数 4,515名

（2015年2月28日現在）株式の状況



〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2番20号
電話番号／03-5402-4111（代表）　ファックス／03-5402-4115
URL／http://www.tri-stage.jp/

 事業年度 3月1日～翌年2月末日

 期末配当金
　受領株主確定日 2月末日

 中間配当金
　受領株主確定日 8月31日

 定時株主総会 毎年5月

 株主名簿管理人／
　特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

 同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL　0120-232-711（通話料無料）

 上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ

 公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　http://www.tri-stage.jp/
（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他の 
 やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告い 
  たします。）

▲ 投資家情報ページ

http://www.tri-stage.jp/

▲ 当社ホームページ

http://www.tri-stage.jp/ir/

（ご注意）
１. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、
口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設さ
れている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い
できませんのでご注意ください。

２. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管
理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せく
ださい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

● 特別口座から一般口座への振替請求
● 単元未満株式の買取（買増）請求
● 住所・氏名等のご変更
● 特別口座の残高照会
● 配当金の受領方法の指定（*）
● 郵送物等の発送と返戻に関する
　 ご照会
● 支払期間経過後の配当金に関する
　 ご照会
● 株式事務に関する一般的なお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL  0120-232-711（通話料無料）
[手続き書類のご請求方法]
● 音声自動応答電話によるご請求
　 0120-244-479（通話料無料）
● インターネットによるダウンロード
　 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

特別口座の
口座管理機関

株 主 名 簿
管 理 人

■ 特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

【株式に関するお手続きについて】

● 郵送物等の発送と返戻に関する
　 ご照会
● 支払期間経過後の配当金に関する
　 ご照会
● 株式事務に関する一般的なお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL  0120-232-711（通話料無料）

口座を開設されている証券会社等にお問合せください。● 上記以外のお手続き、ご照会等

株 主 名 簿
管 理 人

■ 証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

（*） 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

株主メモ


