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“マーケティングを語る上で必ず話題に  

事業計画

表現企画

媒体選定

受注効果分析

情報加工

物流・決済

商品開発

顧客管理

■ 商品選定から価格設定までサポート
■ 適切な事業計画の立案
■ 商品・媒体の持性に合わせた“売れる番組”の企画制作
■ レスポンスを重視した媒体選定
■ 効率的な受注体制で優良顧客獲得を支援
■ 実績データに基づいた効果分析
■ 各種データを販売促進活動に最適な情報へ加工
■ 最適な配送方法・代金回収方法を提案

ダイレクトマーケティング支援事業

■ 内容、用途に合わせたダイレクトメールの発送方法を提案
■ ダイレクトメールの封入封緘、ラべリングなどのDM作業代行

ダイレクトマーケティングを実施する企業に対して、テレ
ビ番組枠・CM枠のご提供に加え、商品に合わせた“売れ
る”番組制作、効率的なコールセンター運営、物流・決済
等におけるアドバイスの提供などの総合的な支援を行っ
ています。

ダイレクトメール発送代行事業

TOPICS
2015-2016 中計を開始した2015年3月からの約1年半の間に極めて積極　

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   

海外マーケットを見据えた
各種セミナーを実施

タイのTVダイレクト社代表を招いてセミナー
（2015年5月）
ASEAN総合進出共催セミナー（2015年6月）
福岡博多にて各分野の専門家がアジア通販の
ノウハウを紹介する4社共催セミナー
（2015年11月）

タイ最大手の
テレビ通販事業会社
TV Direct社と
業務提携

2015年3月

1

2

タイに続きマレーシアにて
TV Direct （Malaysia）社 
と業務提携

2015年5月

【機能性表示食品】について
広告表現の相談サービス
「KINO-ad」（キノアド）を開始

2015年8月

内閣府「ふるさと名品開発促進協議会」に参画

2015年5月

インドネシアの
テレビショッピング向け
卸売事業会社
MERDIS社と
資本業務提携

2016年2月

株式会社ファインドスター
とダイレクトメール分野に
ついての業務提携

2016年1月

＠cosmeのクチコミを
活用した情報番組型の
美容通販番組
『美・セレクション』
放送開始

2016年2月

子会社「メールカスタマーセンター株式会社」と連携して展開

2 1

2015 2016

トライステージ
の事業

トライステージとは…
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Vision 出て来る偉大な会社”を目指す

ダイレクトマーケティング支援のパイオニ
アとして、TV事業を中心に、TVとWEBの
シームレス化を見据えたWEB広告事業
や、新たなビジネスモデルを推進する海外
事業、「メールカスタマーセンター株式会
社」との連携によるDM事業などを展開し
ています。

的な施策を展開しています WEB広告事業TV事業 海外事業 DM事業 その他

 として、

展開地域の拡がり 事業領域の拡がり

海外事業

海外事業の革新的な
ビジネスモデルでの展開

POINT

WEB事業

TVとWEBのシームレス化を
見据えた独自のWEB広告

の実現

POINT

DM事業

独自性と競争力の高い
CRMビジネスの展開

POINT

拡大

TV事業

ダイレクトマーケティング
におけるTV広告の
さらなる革新

POINT

拡
大
市
場

既
存
市
場

見果てぬ夢社と連携し、
ソーシャルコマース事業へ参入

2016年3月

インドネシアのMERDIS社の
株式追加取得

2016年8月

連結子会社における「日本百貨店」事業承継
商号を株式会社日本百貨店へ変更

2016年3月

株式会社ロックオンと
共同開発した新サービス
「TVエビス」の販売開始

2016年9月

双日株式会社と
資本業務提携

2016年4月

タイのTV Direct社へ出資

2016年7月

シンガポール最大手の
テレビ通販事業会社JML Singapore社
を子会社化

2016年9月

連携

トライステージの
マーケット拡大イメージ

融
合

What is Tri-Stage?
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ごあいさつ To Our Shareholders

　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、前期2016年2月期

よりスタートさせた3ヵ年の中期経営計画におい

て、次の成長ステージに向けた取り組みを本格化

させております。

　「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」を目指した成長戦略では、既存のコア

事業である「TV事業」における順調な成果を基礎

に、「DM事業」、「海外事業」、「WEB事業」を着実

に前進させております。その結果、当上期の連結

業績は当初予想を大幅に上回る推移となり、前年

同期比で売上高22.8％増、営業利益52.7％増、経

常利益49.1％増、親会社株主に帰属する四半期純

利益58.8％増と、大幅な増収増益となりました。

　下期につきましては不確定要素も多いことか

ら、通期の連結業績予想は期初公表のまま据え置

いておりますが、中期経営計画に沿った取り組み

を継続し、成果の拡大を図ってまいります。そして、

この中期経営計画の3ヵ年の間、100％水準の配

当性向を目指すという財務戦略を持続してまいり

たいと考えております。また、投資戦略について

も引き続き大胆に推し進め、成長基盤の構築を更

に加速してまいります。

　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。

代表取締役会長 取締役 社長執行役員
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1,168.17
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1,202.07

第 11期
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51.9

600 20,000

上期に予想を大幅に上回る業績となりましたが、クライアントの出稿意欲が不確定、中長期的な成長に向けて下期に資金を積極的に投下する可

能性がある、上期に予定していたコストの下期へのずれ込みなどを勘案し、通期の連結業績は、当初予想（2016年3月31日公表）を据え置き

売上高40,478百万円（前期比9.0％増）、営業利益585百万円（同34.8％減）を予想しております。

財務ハイライト Financial Highlights

通期の見通し
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社長インタビュー

　当上期の連結業績は、前年同期比で売上高22.8％増、

営業利益52.7％増と、ともに二桁の大幅な増収増益とな

りました。主な要因は、「TV事業」と「DM事業」の好調な

推移によります。

　「TV事業」では、既存クライアントの出稿量が回復基調を

示していることに加え、新規開拓も順調に進み新規クライア

ントの出稿量も着実に伸びており、この両方の効果からTV

事業の売上高が伸長しています。また、利益面においては、

放送枠の実績データベースの構築に基づいて“最適な放送

枠”の選定や配分を可能としたことなどの効果が表れ、放送

枠の売値・仕入値ともに改善が進んだことが奏功しました。

　「DM事業」では、売上の好調な伸びに加え、利益面でも

黒字転換を遂げています。DM事業の多くは代理店経由

の業務が多く、直クライアント増加の取り組み、代理店と

の価格交渉の地道な取り組みなどが利益改善につながり

ました。

　これらの結果、当上期の売上高営業利益率は前年同期

の3.0％から3.8％へと大幅に向上しています。

　当社は「TV事業」において前期よりシステム投資を積極

的に行っています。これは、従来、属人化していたテレビ放

送枠に関するノウハウを、すべての社員が活用可能なもの

としてナレッジ化を図る取り組みです。

　既に、放送枠の実績データベースを構築し、クライアン

トの商品やターゲットに最適な放送枠の選定や、放送枠の

客観的な価値判断を行うことができる独自の効果指標の

開発を終えています。そして、これによって、放送枠配分の

最適化を図ることが可能となってきました。

　今期は、この取り組みをさらに前進させ、“システム化”

を行うことで、より効果的かつ効率的な放送枠配分を実現

しています。そして今後、システム統合等によって業務効

率の改善を進めることで、放送枠割振りの速度と精度を大

幅に高めていくことも可能であると考えています。

　こうした体制の構築によって、当社の営業員は皆、各ク

ライアントの個別ニーズに的確に合致した最適メディアプ

ランを迅速に提案することができます。いわば「最適放送

当上期の連結業績は、いかがでしたか？Q1

大幅な増収増益となり、
成果が順調に積み上がっております。

中期経営計画を
着実に推し進め、
成長基盤の構築と成果
の拡大を図る。

取締役 社長執行役員 妹尾　勲

「TV事業」では、積極的なシステム投資
が行われていますが、この目的や効果を
教えてください。

Q2

最適な放送枠の提案が誰にでもできる
システムを構築することで、事業の安定拡大
基盤づくりを行っています。
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Management Interview

枠配分システム」の開発によって、TV事業が安定的に拡大

するためのインフラが整ってきたと言えます。

　営業力を根本的に強化していくためには、前述のよう

な事業インフラの整備だけでは不十分であり、同時に、営

業マインドも鍛えていくことが必要不可欠だと考えてい

ます。

　そこで私は、創業以来、現場に委ねてきた“営業部門の

責任者”の任を、本年3月1日から、初めて引き受けることと

しました。今後の成長の本格化に備えて、全社員に対して

改めて“営業のあるべき姿”を徹底しておくことが重要で

あると考えたからです。社員一人ひとりとの対話を大切に

しながら、5～6名単位で膝を突き合わせたミーティング形

式のレクチャーを行いました。約3ヵ月かけて約160名の

全社員と話をすることができました。

　また、クライアントとの取引の安定化や増加に寄与する

べく、“トップ営業”も重視し、私自らクライアント訪問を積

極的に行っています。

　下期は、「TV＋α」（テレビプラスアルファ）を合言葉と

した営業活動を展開していきます。最適な放送枠の提案

がシステムによって高品質を保てる状況となった現在、営

業員がクライアントのために“独自性”のある提案を行う

場は、放送枠以外の商品を的確にご案内していくことへと

移ってきています。たとえば、当社の強みでもある「クリエ

イティブ」（番組制作）や「コールセンター業務」などの請

負い、そして新商品の「TVエビス」などを積極的にご案内

していきたいと思っています。

　当社は数年前から、「インターネットの台頭によってTVの

価値は本当に低下しているのか？」という疑問を持ち、「テレ

ビCM放送がインターネット受注に少なからず影響を及ぼ

しているのではないか？」といった仮説のもと、そうした影

響度の測定方法を模索していました。そして一昨年、テレビ

をはじめとするオフラインメディアを見てWEB購入に至る

貢献度を示す「オフラインアトリビューション」により、WEB

購入にとっていかにテレビの貢献度が高いかを明確な数

値として証明することができました。しかし、これは過去の

データを活用した過去の状況把握にとどまっていました。

　その後の研究開発の結果、リアルタイム化に成功し、新

サービス「TVエビス」を本年9月20日より、WEB事業の主

力商品としてリリースしました。このサービスでは、テレビ

通販からWEB等での購入に至るまでの消費者動向をリア

ルタイムで可視化することができます。

　リリースから間もない状況ですが、当社だけでなく共同

開発者である株式会社ロックオンの両方に、相当数の問合

せや引合いが既に多数寄せられるなど、反響に驚いていま

す。やはり、“TVとWEBの両方を展開する無店舗型の商品

は、WEBルートで売れている件数のかなりの割合がテレビ

CM放送に影響を受けている”、ということに気づき、TVの

力を改めて見直すことで、最適なメディア戦略の再構築を

目指す企業が増えてくると考えてよいと思います。

　現在推進中の中期経営計画の3ヵ年で、M&Aを中心に

100億円規模の投融資を展開することを主要な戦略の一

当期は、期初から妹尾社長が営業部門
を管掌していますね。Q3

改めて私から、全社員への“営業マインド”の
伝達を実施するなど、改革を推し進めました。

新商品「TVエビス」は大きな反響が
広がっているようですね。Q4

最適なメディア戦略を目指す企業に向けた
拡販を行い、ビジネスチャンスを
広げていきます。

100億円規模の投資戦略の進捗状況は
いかがですか？Q5

海外事業を中心に、積極的かつ慎重な
投融資を実行しています。
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つに掲げています。2016年9月までの1年7ヵ月で海外事

業を中心に約22.7億円の投融資を実行しています。

　国内では、“日本のイイモノ”を海外へ紹介していく供

給窓口の整備を進めました。「日本百貨店」の事業承継、

JASPO（一般社団法人 日本特産品促進協会）の後援、そ

して、アジアを中心とした食品流通事業や商業施設運営

事業などで高い実績を有する総合商社「双日株式会社」と

の資本業務提携などが、こうした目的を担っています。

　また、海外でも、投資が活発化しています。2013年から

2014年にかけてはテストマーケティング的な事業展開、

2015年は業務提携の推進、そして2015年12月以降は本

格的な進出を目指したM&Aの実行へと軸足を移し、イン

ドネシア、タイ、シンガポールのテレビ通販関連企業への

投資を相次いで行いました。

　今後も積極的かつ慎重に投資を進めていく計画です。

　海外における投資戦略は具体的に、2016年2月、インド

ネシアのMERDIS（マーディス）社との資本業務提携か

ら始まりました。同社はテレビ通販会社ではありません。

同社は、テレビショッピングやeコマースの会社に対して、

韓国の雑貨・化粧品・サプリメントなどの商品を卸してい

る会社です。東南アジア市場の実態調査を続けてきた結

果、ほとんどの国のテレビ通販では欧米の輸入雑貨の販

売が中心となっており、その一方で日本や韓国の商品を

求めている消費者も多く、大きなギャップが存在している

ことが分かってきました。そして、東南アジア各国の消費

者が求める商品を様々な販売形態で取り揃えることがで

きる“商品MD（マーチャンダイジング）力”が、海外事業の

成否を左右する大きなポイントになると確信しました。当

社は、MERDIS社に対して、本年8月に追加出資し、そして

12月には更なる出資により子会社（当社の株式保有割合

74.0％）となる予定です。今後、MERDIS社は、東南アジ

ア市場に対する商品供給のハブ機能を担うことで、当社ク

ライアント商品を含めた“日本のイイモノ”を海外に送り出

していきたいと考えています。

　一方、現地のテレビ通販会社への投資については、タ

イ最大手であるTV Direct社の株式取得（筆頭株主に）、

シンガポール最大のJML Singapore社の株式取得（子

会社化）を相次いで行いました。JML Singapore社はマ

レーシアと香港に展開していますので、これまでの投資に

よって当社は、インドネシア、タイ、シンガポール、マレーシ

ア、香港へと販路を拡大しています。

　海外事業の基礎が着実に整ってきたことで、来期からい

よいよ成果の刈り取りを始めていけるものと期待してい

ます。

　私は、現中期経営計画のスタート時点において、10年後

を見据えた長期的な目線から、経営ポリシーとして「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」、ビジョ

ンとして「マーケティングを

語る上で、必ず話題に出て

来る偉大な会社を作りた

い！」という明確なメッセー

ジを打ち出しました。

　私たちのゴールは、まだ

まだ先です。挑戦のステー

ジが続きます。株主の皆様

には、引き続きご支援をお

願い申し上げます。

海外における投資の内容を
教えてください。Q6

各国のニーズを捉える“商品MD力”が
海外事業成功のカギと認識し、体制づくりを
行っています。

最後に、長期的なビジョンを
お聞かせください。Q7

「ダイレクトマーケティングなら
トライステージ」と言われるような
会社にしていきたい。
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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

TV事業1 2 DM事業

WEB事業海外事業3 4

中期経営計画の概要

「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」という
経営ポリシーの下、
積極的な成長戦略を推進

Tri’s next vision 2015

■ ROE（のれん控除前）の推移

（目標）

・　・　・

3.5%

5.6%
7.3% 8.1%

10.0%

第 8期
’14/2

第 7期
’13/2

第 12期
’18/2

第 10期
’16/2

第 9期
’15/2

■ 1株当たり配当金と配当性向の推移

・　・　・第 8期
’14/2

第 7期
’13/2

第 12期
’18/2

第 9期
’15/2

（目標）

3年間、
配当性向100%
水準を目指す

71円

20円20円

35.0%

55.0%

90.5%

第 10期
’16/2

75円

99.1%1株当たり
配当金
配当性向

404億円
371億円

321億円
360億円

338億円
24億円

555億円

最終年度目標

新中期経営計画期間前中期経営計画期間

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画） （目標）

営業利益
(EBITDA)

売上高

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

ダイレクト
マーケティング
におけるTV広告の
さらなる革新

TVとWEBの
シームレス化を
見据えた独自の

WEB広告の実現

海外事業の
革新的な

ビジネスモデル
での展開

1

2

3

ビジョン

ROEの向上

株主還元の充実

財務戦略成長戦略 投資戦略

3年間で
M&Aに関して
100億円規模の
投資を実施

100%

Management Interview
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特集　マンガ『トライステージのお仕事』

9 Business Report 2016



Special Feature
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Special Feature特集　マンガ『トライステージのお仕事』
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前 期
2016年2月29日

当第2四半期
2016年8月31日

（資産の部）

流動資産 8,490,610 13,452,821

固定資産 1,370,662 2,808,083

　有形固定資産 264,406 303,524

　無形固定資産 331,006 440,328

　投資その他の資産 775,249 2,064,230

資産合計 9,861,272 16,285,231

前 期
2016年2月29日

当第2四半期
2016年8月31日

（負債の部）

流動負債 4,169,174 5,410,776

固定負債 279,484 2,376,084

負債合計 4,448,658 7,786,860

（純資産の部）

株主資本 5,376,658 8,484,324

その他の包括利益累計額 △ 272 △ 39,717

非支配株主持分 16,848 23,833

純資産合計 5,412,613 8,498,370

負債純資産合計 9,861,272 16,285,231

（単位：千円）

前第2四半期
2015年3月　1日～
2015年8月31日　

当第2四半期
2016年3月　1日～
2016年8月31日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 133,919 △ 27,664

投資活動による
キャッシュ・フロー 474,243 △ 1,386,211

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 580,415 4,638,999

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 27,813 3,224,732

現金及び
現金同等物の期首残高 1,943,628 2,668,850

現金及び
現金同等物の四半期末残高 1,971,441 5,893,583

（単位：千円）キャッシュ・フロー計算書

貸借対照表

前第2四半期
2015年3月　1日～
2015年8月31日　

当第2四半期
2016年3月　1日～
2016年8月31日　

売上高 18,491,734 22,703,702

　売上原価 16,530,199 20,214,675

売上総利益 1,961,535 2,489,026

　販売費及び一般管理費 1,398,168 1,628,722

営業利益 563,366 860,304

　営業外収益 4,846 1,372

　営業外費用 4,813 21,716

経常利益 563,399 839,960

　特別損失 581 5,484

税金等調整前四半期純利益 562,818 834,476

　法人税、住民税及び事業税 261,123 384,243

　法人税等調整額 △ 17,756 △ 62,616

　四半期純利益 319,450 512,849

　非支配株主に帰属する
　四半期純利益 929 6,985

親会社株主に帰属する
四半期純利益 318,521 505,864

（単位：千円）損益計算書

財務状態

総資産は、主に現金及び預金、受け取り手形及び売掛金、投資
有価証券が増加したことから、前期末比64億2,395万円増の
162億8,523万円となりました。また、純資産合計は、剰余金
の配当を行った一方、親会社株主に帰属する四半期純利益の
計上、自己株式の処分等により、同30億8,575万円増の84億
9,837万円となりました。この結果、自己資本比率は51.9%と
高水準にあり、引き続き盤石な財務基盤を維持しております。

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

第10期株主通信におきまして、第15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1,048名の株主様（返信率
18.6％）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 67.6%
■ 女性 23.1%
■ 無記入 9.4%

■ ～20代 2.8%
■ 30代 9.7%
■ 40代 15.9%
■ 50代 19.8%
■ 60代 32.7%
■ 70代～ 17.9%
■ 無記入 1.0%

性別

年齢

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

18.8

8.7

8.1

2.4

64.3安定的な配当

35.4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

事業領域の拡大

事業領域を絞った
拡大戦略

その他

31.5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」64.3％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」35.4％、
③「積極的な成長戦略」が31.5％という順番となりました。

配当政策

　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、本計画期間中は配当性向100%を目
指してまいります。

当期（2017年2月期）の配当予想

株主優待制度

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

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年8月
末現在または2月末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、ご保有株式数に応じて株主優待を実
施させていただいております。

■株主優待

株主関連情報 Shareholders Information

年2 回

円（予定）761株当たり
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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 644,999千円

 従業員数 連結 223名　単体 158名

会社概要 （2016年8月31日現在）

株式分布状況

金融機関
2名
0.03%

その他の法人
46名
0.72%

金融商品取引業者
18名
0.28%

自己名義株式
1名
0.01%

外国法人等
29名
0.45%

個人・その他
6,306名
98.51%

金融機関
233,000株
3.05%

その他の法人
1,489,100株
19.54%

金融商品取引業者
42,138株
0.55%

個人・その他
4,975,220株
65.27%

所有者数別

所有株数別

外国法人等
489,479株
6.42%

自己名義株式
394,063株
5.17%

（2016年8月31日現在）

取締役・監査役・執行役員 （2016年8月31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 上席執行役員 鈴木雄太郎 

 取締役 上席執行役員 前田　充章

 取締役（非常勤） 加島　敏幸 ※

 取締役（非常勤） 杉山　博髙 ※

 取締役（非常勤） 中條　　宰 ※

 取締役（非常勤） 辻　　　壮 ※

 監査役 柳瀬　貞朝 ※

 監査役（非常勤） 百合本安彦 ※

 監査役（非常勤） 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 21.55
双日株式会社 1,445,600 18.96
妹尾　勲 1,068,100 14.01
中村　恭平 520,000 6.82
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 387,300 5.08

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 227,200 2.98

小杉　誠 192,800 2.52
グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.41
今泉　亜矢 27,700 0.36
BARCLAYS BANK PLC A/C 
CLIENT SEGREGATED A/C 
PB CAYMAN CLIENTS

26,700 0.35

大株主

(注 ) 1. 当社は、自己株式394,063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。

（2016年8月31日現在）

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,623,000株

 株主数 6,402名

（2016年8月31日現在）株式の状況

株式関連情報／会社情報 Stock Information / Corporate Data

インターネットで「トライステージ IRメール登
録」と検索、または右のQRコードを携帯電話
で読みとっていただき、IRメール登録フォーム
にメールアドレスをご登録ください

トライステージの
最新ニュースをメールで
お届けします

IRメール配信登録方法



〒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 および
　特別口座の口座管理機関

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

 株主名簿管理人
　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
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

 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。）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証
券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先
にご連絡ください。
【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主
名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設してお
ります。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いい
たします。
【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

● 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

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120－782－031（通話料無料）
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

[手続き書類のご請求方法]
● インターネットによるダウンロード
　 http://www.smtb.jp/personal/agency/request/
● インターネットでの用紙のご請求
　 https://www01.smtb.jp/enquete/agency/index.html

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

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120－782－031（通話料無料）
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

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。

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

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

 株式関係業務におけるマイナンバーの利用

 マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

マイナンバーに関するお知らせ

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関
係のお手続きで必要となります。このため、株主様から株
式をお預けの証券会社などへ、マイナンバーをお届出い
ただく必要がございます。

法定に定められたとおり、税務署へ提出する支払調書に
は、株主様のマイナンバーの記載が必要になります。

主な支払調書
● 配当金に関する支払調書
● 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関
する支払調書

証券会社にて株式をお預けの株主様

株式をお預けの証券会社までお問い合わせください。

証券会社にて株式をお預けでない株主様
フリーダイヤルまでお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 0120-782-031

▼ 当社ホームページ

9月1日、スマートフォンやタブレット端末からも
使いやすいデザインにリニューアルいたしました。
ぜひご活用ください。

▲ 投資家情報ページ

株主メモ


