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  現在の経営ステージについて
妹　尾 : 当社は『中期事業戦略』として、上場による信用力・

知名度の拡充などを目指した「第1フェーズ」に続

き、現在は「第2フェーズ」の段階にあります。

丸　田 : その中で、当社はこの上半期に増収減益となり、利

益成長が緩やかな状況になっています。中村取締役

は、この点についてどうお考えですか。

中　村 :非常勤の取締役相談役という立場になって、改めて

感じているのは、「当社は間違いなく正しい方向に向

かって歩んでいる」ということ。通販業界はかなり

厳しい規制の中で

成長している産業

で、当社はその規

制にきちんと沿っ

て業務をやってい

るから、時には目

の前の利益を諦め

なければならない

場面にも出くわす

取締役

海老根 智仁
取締役相談役

中村 恭平 
監査役

鈴木 良治 
監査役

百合本 安彦
監査役

藤井 幹晴

代表取締役CEO

妹尾 勲 
代表取締役COO

丸田 昭雄 

　2010年10月某
日、代表取締役2

名と取締役2名、そして監査役3名の合計7名の役員が当社に
集いました。目的は、取締役会でも監査役会でもなく、株主様
に対する役員全員からのメッセージを発信するためです。

　当社の役員が株主様にメッセージできる機会は大変少ない
ので、当社がどのような会社であるかを少しでも知っていただ
きたいという思いから座談会を実施致しました。

役員座談会の開催にあたって･･･

役員座談会 進行役　丸田　昭雄



  今後の成長戦略について
丸　田 : 当社が目指す成長戦略について、海老根取締役の御

意見はいかがですか。

海老根 :振り返って当社の状況を見ると、当社が支援を行

なっている業種・業態にもまだまだ偏りがあり、『成

長戦略』と言ったとき、まずは、多種多様な業種・業

態のクライアント様に当社の支援事業をご利用いた

だけるようにならなければならないと考えます。

中　村 : 中期事業戦略の「第2フェーズ」を歩み始めた当社

は、今はまだ、「第1フェーズ」から脱皮したばかり

の状態かもしれません。強固なビジネスモデルに築

2Interim Bussiness Report

Message from Management

かもしれない。

丸　田 : ガバナンス上は、企業利益と遵守すべき社会的責任

のバランスが大事。現場の社員にとっては窮屈に

思ったこともあるでしょうけど。

中　村 : でも、それがあったからこそトライステージはこれま

で確かな成長をしてこれたと、私は思っています。収

益は上回りましたが、利益面ではこの上半期に前年

同期を下回りました。ビジネスモデルに問題があっ

たわけではなく、一過性のものだと考えています。

丸　田 :引続き、当社が得意とするトータルソリューション

サービスを徹底することで、クライアント様が売上を

確保・拡大していける構造と

当社との信頼関係をもっと

もっと強固なものにしてい

きたいと思っています。

妹　尾 :さらに、この上半

期の業績を踏まえ、社内を

じっくりと見回し、もう一

度しっかりと足場固めを行

なう機会にしたいと考えて

います。従前から申し上げ

ている通り、成長過程にある当社は「人材不足」が

課題となっています。十分なトータルソリューショ

ンサービスを提供していくためには、成長の速度に

合わせた人材の確保が不可欠です。

海老根 : 私も同感です。非常勤取締役という遠目から見られ

る立場だからこそ見えてくることもあると思います。

当社は、ダイレクトマーケティング支援事業の中で

も特にテレビショッピング

支援を中心に展開しており、

その分野では数字的には

シェアNo.1かもしれませ

ん。しかし、まだリーディン

グカンパニーにはなり得て

いないと考えています。

 当社は、この業界で初

めて上場した会社ですから、

初めて得たその市民権、つ

まりダイレクトマーケティ

ング支援事業の存在価値を世の中に広めていくこと

が、トップランナーとして最初の責任ではないかと

思っています。

丸　田 : 当社は社員一人ひとりがトータルソリューション

サービスを実行していくためのノウハウとスキルを

十分に身に付ける必要がありますが、同時に、ダイ

レクトマーケティング発展への熱い思いを育ててい

くことも重要だと思っています。私は今、営業を統

括する責任者として、営業社員には「自分がクライ

アント様と一緒にやりたいと思うことを、のびのび

とやってくれ」と言っています。

第2フェーズ
● 既存事業の拡大への取り組み
● 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

● 事業概要の確立
● 信用力、知名度の拡充

中期事業戦略

第1フェーズ



丸　田 :次に、上場会社としての透明性の確保とリスク管理

体制のあり方に関して、監査役の方々のご意見をい

ただきたいと思います。

鈴　木 :ベンチャー企業に共通したことかもしれませんが、当

社は創業者が大株主で経営者、しかもその経営者の

数も少ないという点で、経営判断の迅速性、機動性

は非常に高い半面、コーポレート・ガバナンスの面で

は成長の余地があると言えます。現状では、フェア

でオープンな体制が確保されており、会社法や取引

所のルールなどに丁寧に

対応しており、何ら問題は

ありませんが、今後の課題

としての認識は持ってい

たいと思います。

百合本 :私は当社の大株主

の代表者でもあり、その点

で、一般の株主の方に一

番近い目線でこの会社を

き上げていくのは

これからだと思い

ます。ソリューショ

ンサービスの強化

やクロスメディア

の展開に、もっと

もっとアグレッシ

ブに取り組んでい

かなければならな

い。特に、インター

ネット通販市場の拡大が予想以上に加速しています

ので、パソコンやモバイル（携帯電話など）への対応

スピードも速めなければなりません。この分野に対

して、人材を含めた先行投資を行なっていく必要を

感じています。

海老根 : そういった視点も確かに重要だと思います。しかし、

それを短期で考えず、中長期的な視野で捉えていく

方がよいでしょう。当社はまだ100人足らずの会社

です。まずは、現状展開しているテレビショッピング

のトータルソリューションサービスでリーディング

カンパニーになるという切り口で地固めをし、圧倒的

No.1を目指すという考え方をとるべきであると、私

は考えています。

丸　田 :私も当社の強みをまず、しっかりと強化していくこ

とが先決だと思っています。今は、本業の育成・強

化に人的資源を集中する時であると考えています。

妹　尾 : まずは「第2フェーズ」の取り組みに注力して、ダ

イレクトマーケティング支援事業において圧倒的

No.1の地位の確保を図りたい、その過程で当社の

企業価値を将来的に高めていきたいと思います。
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における当社シェア

当社シェア

29.9%

出所：当社調べ　2010年1月 5月 8月の無作為3週間平均

  コーポレートガバナンスについて



見ることができると思って

います。監査役会でも、一

方で成長を確保し、他方で

どうリスクを回避するため

の管理をやっていくのかと

いう議論を頻繁に行なって

います。その意味では、経

営陣がアグレッシブな経営

を行い、監査役会がそのバ

ランスをとってリスク回避

のための注視を行なっていくというような、今より

ももっと積極的な成長戦略を推進していただく姿勢

も歓迎するところです。

丸　田 : 私は今、COOとしてコーポレート部門を統括する

立場と、営業を統括する立場の、両方を兼務する状

況にあり、両者のバランスが非常に大事ということ

を実感しています。ですから、監査役のアドバイス

には非常に期待しております。

藤　井 :私は職業柄、特に法律的な面を重視して役員会等に

臨んでいます。そういう観点から申し上げると、記

憶に残るような問題は今まで見当たらないですし、

これからもこの状態を続けてもらいたいと思ってい

ます。ただ、やはり職業柄なのですが、最近の経済

情勢もあって売掛金の回収が非常に難しい状況が世

の中全体で出てきており、当社でも、こうしたリス

クへの対策は事前にしておくべきだと考えておりま

す。営業の方には、クライアント様の個性をちゃん

と把握して、売上拡大と同時に“与信管理”も的確に

行なっていくようお願いしたいと思います。

丸　田 : クライアント様のダイレクトマーケティング事業の

急成長を促すソリューションを、当社の大きな武器

にもしているため、与信管理については当社でも常

に議論をしていますが、慎重に経営判断しつつ、当

社特有の特徴も守っていきたいと考えています。

鈴　木 :クライアント様の

会社が今どんな状況にあ

るのか、資本関係に変化は

ないかといった基本的な

企業内容の把握を、個々

の営業が今後もしっかり

やっていくことで、リスク

の最小化に努めてもらい

たいと思います。

  株主様への利益還元について
丸　田 : 最後に、妹尾CEOは、株主様への利益還元について、

現在どのように考えていますか。

妹　尾 : 従前より申し上げてきた考え方ですが、当社は創業

から間もないこと、上場からまだ2年半であること、

現在は成長を重視するべき時期にあること等から、

まずは財務基盤を磐石なものにして、今後の成長の

ための戦略的事業投資に十分な資金を備えておき

たいと思っております。いずれは株主様への配当を

行なっていきたいと考えておりますが、今はまだそ

の時期ではないと判断しております。

丸　田 : 当社がいわゆる資金（現預金等）が十分にある一方

で、株主様からは具体的な資金使途がなかなか見え

ないという点もあって、多くの株主様から様々な御

意見をいただいているのは認識しております。

 　資金を実際にどう使い、今後どう使おうとしてい

るのかについてご説明申し上げることは、経営戦略

上、非常に難しい状況にありますが、我々経営陣は、

資金の戦略的かつ効果的な活用について常に検討を

続けていることをご理解いただければと思います。

妹　尾 : 株主様の多くは、“将来のトライステージ”にご期待

をお寄せいただき、株主になっていただいたのだと

理解しております。だからこそ、将来の当社の企業

価値を高めていくための“今行なうべき最善策”を

講じているつもりでございます。この点をご理解い

ただき、引き続き株主様のご支援を賜りたく存じます。

Message from Management
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特集 ❶ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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特集 ❶ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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Special Feature　2
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特集 ❷ 　株主アンケート結果報告

　「第4期株主通信」（2010年5月末発行）におきまして実施
させていただきました株主様へのアンケートにつきまして、

その集計結果の一部をご報告いたします。1,017名の株主
様のうち57名（回収率5.6％）の株主様よりご回答をいただ
きました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　ご回答いただきました株主様のプロフィールは、男女比で

は女性の割合が約20％と前回の3％と比較すると大きな変
化が見られ、年齢構成比でも、60代が最も多い（30％強）状
況は変わらないものの、30代・40代・50代に加え80代が
前回よりも多くなっております。

　株主様よりいただきましたお声を参考にしながら、経営や

IR活動に反映していきたいと考えております。

　最も多かった理由は、前回調査と

同様に、「成長性」（71.9％）、次い
で「将来性のあるビジネスモデル」

（35.1％）でした。多くの株主様が
当社の将来的な成長にご期待いただ

いていることがうかがわれます。

01. 当社株式をお持ちいただいている理由について

0.0 20.0 60.040.0 80.0 100.0（%）

71.9

35.1

28.1

10.5

7.0

1.8

10.5

成長性

収益性の高さ

証券マン等に
勧められたから

安定性の高さ

新聞・雑誌等での
注目度の高さ

その他

将来性のある
ビジネスモデル

　「安定的な配当」を期待する株主様

のお声が最も多く、前回調査時より

も大幅に増加しました（前回37.3％
→今回57.9％）。次いで、「収益を重
視した安定的な成長戦略」が47.4％
と約半数を占めました。経営成績及

び財務状態を勘案しながら、将来的

な株主様への利益還元についても検

討を進めたいと考えております。

02. 当社の経営に対して期待する内容について

0.0 20.010.0 40.030.0 50.0 70.060.0（%）

57.9

47.4

35.1

15.8

10.5

8.8

10.5

安定的な配当

積極的な成長戦略

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

収益を重視した
安定的な成長戦略

● 3トップによる座談会で、3人が創業し、今日まで発展
させたことはよく分かったが、業界用語や横文字が多
く、株主向けにはもっとわかりやすい言葉にしてほしい。

● 株価が下がっています。知名度が低いせいでしょうか。
● 株式は長期保有。インカムゲインの対象にしたいです。
● 配当を実施すれば、長期保有も考えたい。
● 大量の不稼働資金の使途について明確な計画を示して
ほしい。

● 積極的戦略で、高成長を期待しています。
● 貴社のノウハウを生かした戦略で、これからも成長を
続けてもらいたい。

● 会社の健全な発展を期待しています。人材への投資は
財産です。

● 東証1部上場をめざし地道に頑張ってほしい。株主通
信は他の会社よりすばらしい。

● マンガいつも楽しく読ませていただいています。

03. 株主様からのお声の一部をご紹介
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Financial Highlights財務ハイライト

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 5期
2Q累計

売上高

36,000

0

9,000

18,000

27,000

14,718

19,987

25,221

（単位：百万円）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

営業利益

2,000

1,000

4,000

3,000

0

2,000

1,000

4,000

3,000

0

685

1,045

2,037

（単位：百万円）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

総資産

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 5期
2Q累計

第 5期
2Q

第 5期
2Q

純資産

7,500

6,000

1,500

3,000

4,500

0

（単位：百万円）

18,512

1,451

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 5期
2Q

自己資本比率

75

60

0

15

30

45

18.9

29.7

52.1

（単位：%）

62.1

12,000

9,000

6,000

0

3,000

（単位：百万円）

（注）当社は2008年2月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2009年9月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行った場合の数値を表記しております。

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

1株当たり四半期（当期）純利益金額（注）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 5期
2Q累計

第 5期
2Q

1株当たり純資産（注）

1,000

250

500

750

0

（単位：円）

80.10

169.09

450.66

843.85

300

0

200

100

（単位：円）

62.13

88.99

114.59

162.61

2,783
3,740

6,457

526
1,110

3,365

6,346

第 3期
2009/2

1,150

（単位：百万円）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

四半期（当期）純利益

2,400

0

600

1,800

1,200

385

584

第 5期
2Q累計

859

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

経常利益

677

1,039

2,011

（単位：百万円）

第 5期
2Q累計

1,456

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

34,253
3,618

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

731.20

282.04

9,616
5,482

第 4期
2010/2

2,110

第 4期
2010/2

3,622

57.0

10,218
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財務諸表

❸

前 期
2010年2月28日

当第2四半期
2010年8月31日

（資産の部）

流動資産 9,352,986 9,966,181

　　現金及び預金 5,340,590 5,566,918

　　売掛金 3,936,128 4,277,006

　　その他 126,899 170,939

　　貸倒引当金 △ 50,633 △ 48,683

固定資産 263,497 251,983

　有形固定資産 103,950 98,059

　無形固定資産 30,592 26,702

　投資その他の資産 128,954 127,220

資産合計 9,616,483 10,218,164

前 期
2010年2月28日

当第2四半期
2010年8月31日

（負債の部）

流動負債 4,115,359 3,848,552

　　買掛金 2,561,155 3,030,069

　　未払法人税等 1,117,931 603,745

　　賞与引当金 ̶ 91,308

　　役員賞与引当金 57,150 －

　　その他 379,122 123,428

固定負債 18,946 22,615

　　退職給付引当金 18,946 22,615

負債合計 4,134,305 3,871,168

（純資産の部）

株主資本 5,482,178 6,346,996

　　資本金 630,642 633,362

　　資本剰余金 620,642 623,362

　　利益剰余金 4,230,970 5,090,496

　　自己株式 △ 77 △ 226

純資産合計 5,482,178 6,346,996

負債純資産合計 9,616,483 10,218,164

貸借対照表
（単位：千円）（単位：千円）

❸ 負債合計／月次の仕入額の増加により買掛金が増加する一方
で、法人税等の支払いにより未払法人税等が減少したことな
どから、流動負債は減少しました。一方、固定負債は退職給
付引当金の増加により増加しました。これらの結果、負債合
計は前期末比2億63,137千円減少し、38億71,168千円とな
りました。

❶ 流動資産／月次売上が増加したことによる売掛金の増加に加
え、現金及び預金も増加したことなどから、流動資産は前期
末比6億13,195千円増加し、99億66,181千円となりました。

❷ 固定資産／固定資産は前期末比11,514千円減少し、2億
51,983千円となりました。

❹ 純資産合計／四半期純利益の計上による利益剰余金の増加
などから、純資産は前期末比8億64,817千円増加し、63億
46,996千円となりました。

❶

❷

❹
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Financial Statements

前第2四半期
  2009年3月   1日～     
　2009年8月31日

当第2四半期
  2010年3月   1日～     
　2010年8月31日

売上高 16,259,346 18,512,538

　売上原価 13,850,306 16,387,005

売上総利益 2,409,039 2,125,533

　販売費及び一般管理費 578,234 674,417

営業利益 1,830,805 1,451,115

　営業外収益 1,249 5,598

　営業外費用 10 ̶

経常利益 1,832,043 1,456,714

特別利益 — 1,950

税引前四半期純利益 1,832,043 1,458,664

　法人税、住民税及び事業税 801,598 595,550

　法人税等調整額 △51,091 3,587

四半期純利益 1,081,536 859,526

前第2四半期
　2009年3月  1日～
　2009年8月31日

当第2四半期
  2010年3月   1日～     
　2010年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,298,032 294,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,111 △ 1,473,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,332 5,291

現金及び現金同等物の増加額
（△は減少） 1,253,253 △ 1,173,672

現金及び現金同等物の期首残高 2,891,318 3,290,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,144,571 2,116,918

❺ 売上高／顧客企業のテレビ通販事業は、その勢いは緩やかに
なってきたものの総体的に堅調に推移しました。この環境下、
当社は顧客企業に対して、商品開発・表現企画・媒体選定・受注・
顧客管理といったバリューチェーンの各局面で最適なソリュー
ションの提供に努めました。その結果、売上高は前年同期比
13.9％増の185億12,538千円となりました。

❻ 営業利益／顧客企業に対して提供したソリューションの一部に
ついて、的確な提供が果たせなかったこと、調達したテレビメ
ディア枠の一部について採算性が悪化したことなどから、売
上総利益は前年同期比11.8％減、販売費及び一般管理費は同
16.6％増となりました。これらの結果、営業利益は、同20.7％
減の14億51,115千円となりました。

❼ 現金及び現金同等物の四半期末残高／税引前四半期純利益14
億58,664千円の計上などから営業活動により獲得した資金は
2億94,182千円となりました。また、事務機器やサーバー等
の有形固定資産の取得、定期預金の預入による支出などから
投資活動により使用した資金は14億73,145千円、ストック・
オプションの行使に伴う株式の発行などから財務活動により獲
得した資金は5,291千円となりました。これらの結果、当第2
四半期期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比
11億73,672千円減少し、21億16,918千円となりました。

キャッシュ・フロー計算書損益計算書
（単位：千円）（単位：千円）

❺

❻

❼

通期業績予想について

　当下半期については、PDCA（Plan→Do→Check→Action）を繰

り返し、各種ソリューションの迅速かつ的確な提供を図るとともに、テレ

ビメディア枠の精査を行うことにより、当社の収益性の向上を図ります。

　しかしながら一方で、前期及び当上半期において開拓した新規顧客企

業との取引拡大が当初の想定より遅れており、下半期の業績に一定の影

響を与えるものと見込んでおります。

　以上の結果、2011年2月期の通期業績は、当初予想を修正し、売上

高390億57百万円（前年同期比14.0％増）、営業利益33億17百万円

（同8.3％減）、経常利益33億22百万円（同8.3％減）、当期純利益19
億27百万円（同8.6％減）を予想しております。
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　当社は、株主様への利益還元を重要な経営課題のひとつと
して認識しておりますが、同時に財務基盤の強化及び今後の
持続的成長のため内部留保の充実にも重点を置く必要があ
ると考えております。
　当社は現在、成長過程にあると考えております。従って、
内部留保の充実を図り、当社の成長機会に使用することによ
り、一層の業容の拡大を目指すことが、企業価値を高め、株
主様に対する利益還元につながるとの認識から、配当を実施
しておりません。
　将来的な株主様への利益還元につきましては、経営成績及
び財政状態を勘案して決定していく方針であります。
　また、内部留保資金については、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
であります。

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,521,600株

 株主数 1,032名

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田昭雄 1,643,100 21.84 

中村恭平 1,643,100 21.84 

妹尾勲 1,418,100 18.85 

グローバル・ブレイン株式会社 508,200 6.75 

小杉誠 372,000 4.94 
プロスペクト　ジャパン　
ファンド　リミテッド 263,700 3.50 

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口） 112,800 1.49 

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー
シーエム　クライアント　アカウンツ
ジェービー　アールイーシー　 
アイティーアイシー

85,000 1.13 

バンク　プリベ　エドモンド　デ　
ロスチャイルド　ヨーロッパ 70,100 0.93 

ノーザン　トラスト　カンパニー 
エイブイエフシー　リ　ノーザン 
トラスト　ガンジー　ノン　 
トリーティー　クライアンツ

65,000 0.86 

株式の状況

大株主

利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当（2010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 633,362千円

 従業員数 84名

会社概要 （2010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 海老根智仁 

 取締役相談役 中村　恭平 

 監査役 鈴木　良治 

 監査役 百合本安彦 

 監査役 藤井　幹晴

役員 （2010年 8月 31日現在）

（2010年 8月 31日現在）

株式分布状況

所有者数別

金融機関
8名
0.77%

その他の法人
18名
1.74%

金融商品取引業者
14名
1.36%

自己名義株式
1名
0.10%

外国法人等
37名
3.59%

個人・その他
954名
92.44%

所有株数別

金融機関
237,800株
3.16%

その他の法人
516,400株
6.87%

金融商品取引業者
86,470株
1.15%

自己名義株式
147株
0.00%

外国法人等
880,490株
11.71%

個人・その他
5,800,293株
77.11%

（2010年 8月 31日現在）

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

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。）

（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。

〒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/


