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第3フェーズ
（第7期～第9期）

新業種・新領域クライアントの発掘と育成

WEBマーケットへの進出と育成

CRMビジネスの創出と育成

海外マーケットへの進出と育成

• 既存事業拡大への取組

• ソリューションサービスの強化

• クロスメディア展開の推進

顧客企業（ダイレクトマーケティング企業）のバリューチェーン
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トライステージグループがトータルサポート

　リアル店舗を介さずに消費者に直接販売活動を行うダイレク

トマーケティング市場は、年々拡大しています。その中でトラ

イステージグループは、豊富な経験やノウハウに基づき、当事

業のパイオニアとしてダイレクトマーケティングを実施する企

業に総合的な支援を行っています。テレビ通販番組枠の提供

をはじめ、商品開発から顧客管理まで、顧客企業のバリュー

チェーンに必要なソリューションをトータルで提供する…これ

が当社のグループの特徴です。

　トライステージグループは、顧客企業と消費者をダイレクト

につなぎ、それぞれに“売り場”と“買い場”を提供しています。

当社を中心に、テレビとインターネットを融合させ“広告効果

の可視化”を行う「株式会社トライズデジタルベース」と、ダイ

レクトメールの発送代行大手として高品質なサービスを実施す

る「メールカスタマーセンター株式会社」とのグループ3社の

シナジーにより、トータルサポートのパワーをさらに拡大させ

ております。

• ビジネスモデル
 （トータルソリューションサービス）の確立

• 信用力、知名度の拡充

3ヵ年成長戦略
1

2

3

4

商品 企画提案

グループ3社のシナジーにより
顧客企業を総合的に支援

仕入れ・
外注費

• 広告代理店
• 媒体社
• メディアレップ
• 番組制作会社
• コールセンター
• 物流会社 etc.  

顧客企業の窓口となりながら、
支援内容を総合的に企画・立案・実行

ウェブ媒体に特化した専門的な
サポートを実施

消費者

商品代金

顧客企業（販売事業者）

トライステージグループ

仕入れ先・外注先

!

!
ダイレクトメールの発送にて、品質・コストの
両面で質の高いサービスを実施!

豊富なテレビ番組
放送枠

1 データ・情報の
蓄積、分析

3受注管理ノウハウ2

多種多様な
『商品』の
取り扱い実績

多種多様な
『媒体』の
取り扱い実績

（1）効果的な媒体選定、（2）消費
者の目を引く番組制作、（3）効率的
な受注の実施を可能にするデータ・
情報を蓄積し、分析しています。

分析 データベースの
蓄積

A社 B社 C社

消費者の注文を効率的に受ける受
注管理ノウハウを保有しています。

注文

コールセンター

消費者

・地上波テレビ通販の
番組放送枠に対する
当社シェア
（2013年6月末）

広告会社・テレビ局との安定取引
により、豊富なテレビ通販番組放送
枠を確保しています。

ダイレクトマーケティング支援事業のパイオニア として、強みを活かして新たな成長ステージへ

●トライステージのビジネスモデル ●中期事業戦略

ビジネスモデル深化期

第2フェーズ
（第4期～第6期）

ビジネスモデル確立期

第1フェーズ
（第1期～第3期）

●トライステージの強み

メールカスタマーセンター
株式会社

23.2％

トライステージグループとは… 
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です。価格競争に陥って安易な値引きをするような関係

ではなく、当社にしかできない高付加価値な総合的支援

の提供によって築かれていくWin-Winの関係を、顧客

企業との間で再構築していく必要があるという信念が基

礎となっています。

丸田 :前期は妹尾と私が会社業務全般を統括する経営

体制としていましたが、当期初の体制変更で、妹尾と私

の役割を今一度明確に分け、妹尾が営業部門を、私がメ

ディア部門とコーポレート部門をそれぞれ各自で統括す

る体制としました。これも経営スピードを速くする、よ

り明確な判断が現場に伝わる等の効果があったと思いま

す。私が統括するメディア部門では、1枠1枠の効率性

を見直し、少しでも良いものを少しでも安く仕入れる、

トップラインを上げるためだけの仕入は行わない、顧客

企業への販売が困難な放送枠は期限をもって返却する、

といった取り組みを精緻に行うことで、利益の最大化を

図っています。

妹尾 :一方、私が統括する営業部門では、とにかく、安

易な値引き販売に陥っていた現場の意識や営業姿勢の

妹尾 :当社は、前期まで3期連続の営業減益という収益悪

化の状況に陥っていました。これは、もちろん、マーケッ

トや仕入環境の変化といった外部要因もありますが、基

本的には当社内部の要因によるものであるとの反省に立

ち、“もう一度、筋肉質の会社を復活させる”ことを経営

の最重要課題であると判断しました。そこで当期は、あ

えてトップラインの成長性よりも、「利益確保」を全社員

共通の目標に据えました。

丸田 :つまり、当期は、“売上は追求せず、とにかく利益

額の確保に専念すべし”というシンプルかつ明確なメッ

セージを、トップ・マネジメントから全社員に伝えたん

です。この方針を、我々はブレることなく全社員に伝え

続け、全社員がブレることなく実践したことで、当上半

期の業績が当初予想に対して上ブレたのだと考えます。

妹尾 :顧客企業の数も、前期末に比べて10社以上減少し

ています。これは、収益性が平均を大きく下回る取引に

ついて、その取引内容の見直しをさせていただいた結果

注：当社は2013年2月期第3四半期より連結決算を開始しているため、
 当上半期におきましては連結ベースの前年同期比はございません。

当上半期の業績について

代表取締役CEO　

　当上半期の連結業績は、2013年9月25日に

上方修正を公表させていただくなど、売上・利益

ともに当初予想を上回りました。また、前年同期

比では、売上高が0.3％減となる中で営業利益は

24.0％増と、増益基調を取り戻すことができま

した（ともに単体ベース）。

　また、当上半期を終えた段階で、現在展開して

おります3カ年の成長戦略が、スタートから1年

半の折返しを迎えております。

　そこで今回は、当社の2人のトップ・マネジメ

ントである代表取締役CEO妹尾勲と代表取締

役COO丸田昭雄が、現状と今後の戦略につい

て語り合う形で、株主の皆様へメッセージをお伝

えいたします。

代表取締役COO
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変革に専念しています。当社は、付加価値の高い放送枠

を買い付けて、それを顧客企業の成長のために提供して

いるのであり、その品質は値引き販売するようなもので

は決してないこと。総合的なソリューション提供が当社

の使命であって、放送枠の販売はその一環でしかないこ

と。付加価値の高いサービスに対する誇りと自信を持つ

こと。そうした意識改革を、場合によっては私自身が現

場社員と営業活動を共にすることも実践しながら、日々

積み重ねている段階です。数字の面では、この上半期は

良い成果を得ることができましたが、通期で上ブレでき

るか、来期も継続していけるかが本当の勝負どころだと

思っていますので、気を緩めることなく意識改革を推し

進めていきたいと考えています。

丸田 :3カ年の成長戦略では、戦略1「新業種・新領域クラ

イアントの発掘と育成」が順調に推移しており、当上半

期の業績にも大きく貢献しています。従来の商品直接販

売型に対して、たとえばフィットネスクラブなど、サー

ビス内容を消費者に紹介して会員を募るという会員誘導

型の顧客企業を新たに発掘し、この1～2年で取引を急速

に拡大することができました。今後の成長のためには、

屋台骨である既存事業の強化が不可欠ですので、今後も、

新業種・新領域へと取引先を拡げていきたいと思います。

妹尾 :戦略2「WEBマーケットへの進出と育成」と戦略

3「CRMビジネスの創出と育成」に関連した動きとして、

昨年から今年にかけて2つの大きな経営的な決断を実行

に移しました。一つが、本年6月の合弁会社「株式会社ト

ライズデジタルベース」（TDB）の設立であり、もう一つ

が、昨年の「メールカスタマーセンター株式会社」（MCC）

の子会社化です。TDB社については私が代表取締役を

務めさせていただいており、設立から3カ月でほぼ当社

の顧客企業へのご挨拶を終え、現在は、顧客企業個々の

ニーズに合った提案づくりを行っている段階です。テレ

ビでの通販番組オンエアがウェブの販売動向にどのよう

な効果を発揮しているのかといった、当社でなければで

きない分析に基づいた提案を行うことで、最適なメディ

アプランの提供が可能になるものと思っています。また、

MCCについては、CRMビジネスの推進において非常

に大きな武器になっていくものと考えています。CRM

ビジネスは、アクイジション（新規のお客様を集める）で

はなくリテンション（既存のお客様に継続してご購入い

ただく）に焦点を当てた支援活動です。顧客分析によっ

て見えてきた課題に対応するためには既存のお客様に

接触する必要がありますが、実はその手段はダイレクト

メールやメールマガジンといったメール、もしくは電話

しかありません。ここで、ダイレクトメール発送代行企業と

して価格競争力が高く信頼も厚いMCC社が大いに機能し

ていきます。早ければ、当下期から新たな収益創出に貢献

してくるものと期待しています。

丸田 :戦略4「海外マーケットへの進出と育成」について

は、この上半期までは海外に足掛かりを付ける段階とし

て、マネジメント直轄の体制で、とにかくトライ＆エラー

を繰り返してきました。その結果、ベトナムでインフォ

マーシャル型・複数社集合型等のテレビ通販支援の実績

を上げることができました。また、マレーシアでの支援

事業開始を目的に、現地の大手広告代理店であるゼニス

社との連携を行うという共同記者会見を本年9月にマ

レーシアにて行い、同月末に第1弾として寝具用品のイ

ンフォマーシャル型テレビ通販支援を行いました。そし

て、今後はいよいよ海外展開の本格化を目指して、国際

ビジネス推進室と各営業部が一丸となった展開を行うと

ともに、韓国や台湾など新たなエリアへの進出について

も検討を進めています。今後、アジア圏へのビジネスの

広がりについてもご報

告していけるものと考

えています。

妹尾 :ゼニス社は、全世

界的な広がりで広告代

理店業務を展開してい

る企業であるため、今

後、当社の進出エリア拡

大においても、今回の

「3カ年成長戦略」について
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3ヵ年の成長戦略（2013年2月期～2015年2月期）

新業種・新領域
クライアントの発掘と育成

戦略1
WEBマーケットへの

進出と育成

戦略2
CRMビジネスの
創出と育成

戦略3
海外マーケットへの
進出と育成

戦略4

体制・人員，社員の教育・育成，資本注入を含む外部との連携の強化
戦略5

2015年2月期の数値目標

連結売上高 450億円
（うち新たなビジネスによる連結売上高120億円）

目標

変わる！変える！徹する！やり切る！

同社との連携が大きな力になっていくのではないかと期

待しています。同社は、ROI（投資収益率）を重視した経

営をしており、当社と考え方が非常に似ていることから、

その意味でも良いいパートナーを得たと考えています。

丸田 :3カ年の成長戦略も折返しとなり、下期以降、戦略

の推進は確実に加速していくはずです。その体制は、各

戦略で着実に整ってきておりますので、株主の皆様には

是非、今後のトライステージの歩みを楽しみにしていた

だきたいと思っております。

妹尾 :戦略5「体制・人員、社員の教育・育成、資本注入を

含む外部との連携の強化」については、将来のトライステー

ジを左右する重要な基礎となる部分です。特に、人材面で

現在、丸田が中心となって制度改革を推し進めています。

丸田 :当社は創業以来、一人がマルチに能力を発揮する

ような人の育成を目指してきましたが、今後は、テレビ、

ウェブ、CRMなど様々な分野でそれぞれに尖った才能

を持った人の集合体を作っていくことを目指していきま

す。いわば、“個”で戦う集団から、面の広がりを持った

“組織”で戦っていける集団へと変革していかなければな

らないと考えています。そこでこのほど、「今後のトライ

ステージはどうあるべきか」を全社員に問う組織診断調

査を実施しました。そ

の結果を分析し、判断し

ながら新しい人事・評

価制度を立ち上げる準

備を進めています。施

行は来期以降となりま

すが、この導入によっ

て、「新たなあるべき社

員像」を全社員で共有

し、改めて、これからの時代に合った強い企業文化を作っ

ていきたいと考えています。

妹尾 :あと2年で当社は創業10周年を迎えます。私ども

はこのタイミングを『第二創業』だと考えていますが、そ

の前に、筋肉質の企業体、誇りと自信を持った付加価値

提供集団といった「トライステージのあるべき姿」を取

り戻し、新たな飛躍へとつなげていきたいと考えていま

す。2社の子会社が当社傘下に加わり、ソリューション

の幅や奥行きも徐々に拡がりつつあります。人的にも組

織的にも機能的にもトータルソリューションが完成に近

づきつつあります。株主の皆様には、今後も引き続きご

支援を賜り、是非ともその進化と当社の成長を見届けて

いただきたいと思っております。

今後の経営について
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Financial Highlights財務ハイライト

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 （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（注） 1株当たり純資産（注） （単位：円）（単位：円）自己資本比率 （単位：%）
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3,000

0
第 5期
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第 5期
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第 6期
’12/2

11,063
12,325

13,450
8,377 8,387

8,610

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

第 8期
2Q累計

30,819
33,826

19,230

第 6期
’12/2

第 8期
2Q累計

第 6期
’12/2

第 8期
2Q累計

第 6期
’12/2

第 8期
2Q累計

1,128.35

36.40 33.53
46.46

第 7期
’13/2

第 8期
2Q累計

第 8期
2Q累計

第 7期
’13/2

第 8期
2Q累計

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

単体 連結 単体 連結

単体 連結 単体 連結

単体 連結

1,9881,979

1,147

11,267
8,250

34,813

1,115.85

153.27

連結単体

345

単体 連結

第 5期
’11/2

第 5期
’11/2

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

第 8期
2Q累計

第 7期
’13/2

第 8期
2Q累計

第 7期
’13/2

単体 連結単体 連結

1,150.08

67.3

第 5期
’11/2

75.7

67.8
63.6

第 6期
’12/2

第 7期
’13/2

73.2

1,125.49

※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、前第3四半期期（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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Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表

前 期
2013年2月28日

当第2四半期
2013年8月31日

（資産の部）

流動資産 11,219,539 12,402,008

固定資産 1,105,707 1,048,039

　有形固定資産 111,248 120,041

　無形固定資産 520,335 457,259

　投資その他の資産 474,122 470,738

資産合計 12,325,246 13,450,047

前 期
2013年2月28日

当第2四半期
2013年8月31日

（負債の部）

流動負債 3,566,302 4,496,944

固定負債 371,428 343,096

負債合計 3,937,730 4,840,040

（純資産の部）

株主資本 8,356,180 8,557,889

その他の包括利益累計額 — 202

少数株主持分 31,335 51,916

純資産合計 8,387,515 8,610,007

負債純資産合計 12,325,246 13,450,047

（単位：千円）

当第2四半期
2013年3月　1日～
2013年8月31日　

売上高 19,230,966

　売上原価 17,516,498

売上総利益 1,714,467

　販売費及び一般管理費 1,126,299

営業利益 588,168

　営業外収益 4,865

　営業外費用 3,978

経常利益 589,055

　特別損失 3,609

税金等調整前四半期純利益 585,446

　法人税、住民税及び事業税 325,799

　法人税等調整額 △ 77,201

　少数株主損益調整前
　四半期純利益 336,848

　少数株主損失（△） △ 8,819

四半期純利益 345,667

当第2四半期
2013年3月　1日～
2013年8月31日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 595,905

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 323,642

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 47,123

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 225,139

現金及び
現金同等物の期首残高 1,847,914

現金及び
現金同等物の四半期末残高 2,073,054

（単位：千円）（単位：千円） キャッシュ・フロー計算書

貸借対照表

損益計算書

財務状態

※前第3四半期期（2013年3月期第3四半期）より連結財務諸表を作成しているため、前期との比較は貸借対照表のみ行っております。

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11億2,480万
円増の134億5,004万円となりました。また、純資産合計は、
配当により剰余金が減少した一方、四半期純利益を計上したこと
により、同2億2,249万円増の86億1,000万円となりました。
このように当社は、引き続き盤石な財務基盤を維持しております。
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Shareholders Information株主関連情報

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させて 
いただきました。
　更に、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きます。

　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、経営成績及び財務状態を勘
案し、適切な利益還元策を検討し実施する必要
があると考えております。
　内部留保資金については、引き続き、財務体質
及び経営基盤の強化、資本提携を含めた重点分
野への投資等に使用する方針です。

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

　前期につきましては、1株当たり当期純利益が
減少したものの、安定的な配当を継続してもなお
財務基盤に支障がないことから、1株当たり20円
の配当を実施させていただきました。

　当期配当につきましては、前期と同額の20円
の配当を実施する予定です。

■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す。

（現行）

●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）

株主アンケート
集計結果のご報告

第7期株主通信におきまして、第9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113名の株主様（返信率10.2％）
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 68.1%
■ 女性 21.2%
■ 無記入 10.6%

■ ～20代 4.4%
■ 30代 13.3%
■ 40代 15.9%
■ 50代 17.7%
■ 60代 24.8%
■ 70代～ 22.2%
■ 無記入 1.8%

性別

年齢

0.0 20.010.0 40.030.0 50.0（%）

20.4

14.2

11.5

3.5

41.6安定的な配当

32.7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

32.7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」41.6％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」と 
「積極的な成長戦略」がともに32.7％、③「財務体質の健全性の確
保」20.4％という順番となりました。

前期（2013年2月期）の配当

当期（2014年2月期）の配当予想
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Stock Information/Corporate Data株式関連情報／会社情報

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,591,500株

 株主数 1,719名

株式の状況 （2013年8月31日現在）

 商号 株式会社トライステージ

Tri-Stage Inc.

 本店 〒105-0011

東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL. 03-5402-4111（代表）

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

 設立日 2006年3月3日

 資本金 640,765千円

 従業員数 連結 149名　単体 123名

会社概要 （2013年8月31日現在）

 代表取締役CEO 妹尾　　勲 

 代表取締役COO 丸田　昭雄 

 取締役 鈴木雄太郎 

 取締役 野口　　卓 

 取締役 鈴木　良治 

 監査役 安島　和夫 

 監査役 百合本安彦 

 監査役 藤井　幹晴

役員 （2013年8月31日現在）

株式分布状況

金融機関
3名
0.17%

その他の法人
21名
1.22%

金融商品取引業者
13名
0.76%

自己名義株式
1名
0.06%

外国法人等
23名
1.34%

個人・その他
1,658名
96.45%

金融機関
52,500株
0.69%

その他の法人
36,500株
0.48%

金融商品取引業者
22,326株
0.29%

自己名義株式
150,204株
1.98%

外国法人等
2,089,401株
27.52%

個人・その他
5,240,569株
69.03%

所有者数別

所有株数別

（2013年8月31日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 1,643,100 22.08
中村　恭平 1,493,100 20.06
妹尾　勲 1,068,100 14.35
プロスペクト　ジャパン　 
ファンド　リミテッド 756,800 10.17

メロン　バンク　トリーティー　
クライアンツ　オムニバス 705,200 9.47

シージーエムエル　アイピービー　
カスタマー　コラテラル　アカウント 397,200 5.33

小杉　誠 371,000 4.98
バンク　プリベ　エドモンド　
デ　ロスチャイルドヨーロッパ　
クライアンツ

59,500 0.79

ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ
ビーエヌワイエム クライアント
アカウント エムピーシーエス ジャパン

56,700 0.76

クレディット　スイス　アーゲー
チューリッヒ 49,600 0.66

大株主

（注）持株比率は、自己株式150,204株を控除して計算しております。 

（2013年8月31日現在）



〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号
電話番号／03-5402-4111（代表）　ファックス／03-5402-4115
URL／http://www.tri-stage.jp/

株主メモ

 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。）

▲ IR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。


