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株式会社トライステージ
代表取締役CEO

　株主の皆様におかれましては、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、2008年8月7日に東京証券取引所マザーズに上場いた
しました。2006年3月の設立から2年数ヵ月での上場は、株主の皆様をはじめ関係各位
のご支援の賜物であり重ねて御礼申し上げます。

　

　さて現在、経済環境は非常に厳しい局面にあり、金融不安や雇用情勢の悪化から消

費者の生活防衛意識は高まり、個人消費が冷え込む状況となっております。一方で、外

出をせず自宅に居ながら消費する、「巣ごもり消費」といわれる消費行動の拡がりもあ

り、当社が属するダイレクトマーケティング市場は、インターネット通販やテレビ通販

を中心に堅調に成長し、2010年には4.9兆円超の規模まで拡大することが予測されて
おります。

　そうした中、当社は設立以来、成長著しい「テレビ通販」市場において事業を推進し、

市場の成長率を大きく上回るペースで成長を続けてまいりました。その結果、第3期と
なる2009年2月期は、売上高が252億円（前期比26.2％増）、営業利益が20億円（同

95.0％増）と、大幅な増収増益となりました。これは、当初計画（2008年7月4日公表）
を大幅に上回るものです。

　

　設立3年にしてこれほどまでの躍進を遂げられたのは、当社が「顧客企業の商品が消
費者から選ばれ、より多く売れる」ためのノウハウを有し、それらを活かした“トータル

ソリューションサービス”を顧客企業に提供することができる唯一の企業だからです。

当社はこうした体制を早期に築き上げると同時に、生活者（消費者）と販売者（顧客企

業）、そして売り場（メディア）をつなぐ通販事業のパートナーとして、顧客企業からの

信頼を得ることによって、これまで顧客企業の売上拡大に寄与してまいりました。

　

　ただ、我々の歩みはここで止まるものではありません。今後は、既存事業の拡大に加

え、ソリューションサービスの一層の強化、更にはテレビ番組からインターネット、モ

バイル、ラジオ及び紙媒体などへと拡げるクロスメディア展開の推進といった事業環

境の変化を捉えた次なるフェーズの戦略を推し進めてまいります。

　

　株主の皆様におかれましては、当社の経営にご理解を賜り、引き続きご支援を賜りた

くお願い申し上げます。

2009年5月

生活者と販売者と売り場をつなぐ
通販事業のパートナーとして

企 業 理 念
私たちは…
顧客の商品・サービスが、消費者と正しく絆を結ぶために
全身全霊で課題を解決する企業として社会に貢献いたします。

消費者の喜びは、クライアントの喜びであり、私たちの喜び

社 是

Tri-Vision 3大経営理念

S p e e d y
経営の意思決定はもちろん、クライアントへの対応や
サービス提供のスピードを速めることで、ビジネスチャ
ンスを確実にとらえ、クライアント満足の向上につなげ
ていきます。

G o i n g  C o n c e r n
常に高い目標を設定し、達成し続ける努力をします。過
去の成功事例にとらわれず、絶えず革新を起こすことで
成長していくことを目指します。

I n n o v a t i o n
既成概念・常識にとらわれず柔軟な発想で、国内外のク
ライアントに良質な売り場と正しい売り方を提供し続け
ます。さらに信頼関係の深い良質なパートナーとなる努
力を惜しみません。そしてその対価として正しい成果を
得る事を目指します。
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GreetingsCEOからのご挨拶
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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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第 1 フ ェ
ー ズ

第 2 フ ェ ー
ズ

第4期 ～

設立 ～ 第3期

● 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

● 既存事業の拡大への取組
● 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
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　ダイレクトマーケティング市場に大きな可能性を見出し

た当社は、他社には真似のできない「トータルソリューショ

ンサービス」をビジネスモデルとして掲げ、これを早期に確

立してきました。そして、2008年8月の株式の上場など、

信用力と知名度の拡充を目指しました。成長の「第1フェー

ズ」となった設立から第3期までの3年間の取組は、いわば、

今後の本格的な成長に向けた基礎を築き上げるものだった

と言えます。

　第1フェーズで築いた基礎の上に、更なる企業規模拡大を

目指した「第2フェーズ」の取組が、第4期よりスタートを切っ

ております。第2フェーズでは、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」の地位を確保すべく、次

の３つの戦略を推し進めてまいります。

トライステージは、
第4期以降（2009年3月～）を
成長の「第2フェーズ」と
位置づけ、更なる企業規模の
拡大を目指してまいります。

既存事業の拡大への取組

　当社は既存事業の拡大に向け、以下の3点に取り組んでま

いります。

（ⅰ） 当社独自のソリューションサービスを継続的に提供し
ていくことにより、既存顧客企業との取引規模の拡大
及び新規顧客企業の開拓を推し進めてまいります。

（ⅱ） 顧客企業の幅広いニーズに応え、アパレル、家電、書籍、
金融、通信教育など、当社がこれまで取り扱っていな
い業種に対してのダイレクトマーケティング支援活動
を推進してまいります。

（ⅲ） テレビCMへのニーズの増加などを受け、引き続きテ
レビCMの取扱額の拡大を目指してまいります。

1戦略
テーマ

中期事業戦略

(注 ) 当社顧客である健康食品メーカーの事例

(ヶ月 )

100

200

（百万円）

当社にて
コールセンター
業務のみ開始

媒体増加に伴い
注文増加

コールセンター
業務も急増

テレビ媒体を
トライアルで提案
（主に3分枠）

テレビ媒体29分枠、
60秒枠も追加し
大幅に増枠

111098765432取引
開始

12

取引規模の拡大事例

特集 ❷　トライステージの成長戦略
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トライステージの
トータルソリューション

サービス

現在の主要なサービス領域

今後強化するサービス領域

ソリューションサービスの強化

　当社は既に、商品開発から顧客管理までの一連のソ

リューションを全体にわたって提供することができる体制

を築いてはおりますが、現在の主要なサービス領域は、当

社の強みでもある事業計画から効果分析までの領域が中心

となっています。今後、受注から顧客管理までの領域を強

化することにより、全領域にわたって更に質の高いソリュー

ションサービスの提供に努めてまいります。

2戦略
テーマ

　ダイレクトマーケティング市場は、2010年には4.9兆円

超の規模まで拡大することが予測されています。この拡大

する市場全体への事業進出を実現する上で、当社は「クロス

メディア展開の推進」を重要な戦略と位置づけています。

　創業以来当社は、強みとするテレビ番組とテレビCMを

中心とした展開によって、視聴回数増加による効果向上策

を推進してまいりました。今後は、媒体効果を更に高めて

いくために、テレビ番組を他メディア（テレビCM、インター

ネット、モバイル、ラジオ、紙媒体など）に幅広く展開させ

るクロスメディアの推進を図ってまいります。これにより顧客

企業の通販商品販売実績を効率的に押し上げてまいります。

クロスメディア展開の推進3戦略
テーマ

ダイレクトマーケティング市場は、10年間で約2.3倍に急拡大。市場の成長性

テレビ
CM

インター
ネット

モバイル雑誌

ラジオオリコミ

新聞

テレビ
番組

クロスメディア戦略

　パソコンやインターネットの普及、BS/CSデジタル

放送の開始などを背景に、インターネット通販やテレ

ビ通販が台頭。こうした中、ダイレクトマーケティン

グ市場は急速に拡大し、2010年には4.9兆円規模ま

で拡大することが予測されています。 

出所： 「通販・e-コマースビジネスの実態と今後2008-2009 市場編」2008年11月　株式会社富士経済

【2000年】

2.2兆円

市場規模

【2010年（予測）】

4.9兆円

市場規模

約2.3倍
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財務ハイライト Financial Highlights

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

売上高

36,000

0

6,000

12,000

18,000

24,000

14,718

19,987

25,221

（単位：百万円）

第 3期
2009/2

1,150

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

経常利益
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0

600
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1,039
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（単位：百万円） （単位：百万円）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

当期純利益
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第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
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純資産額
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第 1期
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第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

1株当たり当期純利益金額（注）純資産／総資産
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第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

1株当たり純資産（注）

1,500

500

250

750
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1,250

0

（単位：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。

526

2,783
186.38

1,110

3,740
266.963,365

6,457
487.82

240.30

507.26

1,351.98
総資産額

　当期における日本経済は、米国発の世界的な金融危機から発する金融

不安や急激な円高等により企業収益が落ち込み、また、雇用情勢につい

ても更に厳しさを増し、個人消費の一段の冷え込みが見られるなど、急

速に厳しさを増しました。

　一方、当社の顧客の属するダイレクトマーケティング市場は、外出を

せず自宅に居ながら消費する、「巣ごもり消費」といわれる消費行動の拡

がりもあり、テレビ、インターネット＆モバイルを使用メディアとするダ

イレクトマーケティング市場を中心に、その伸び率は鈍化しているもの

の引き続き堅調な成長を続けました。

　このような市場環境下、当社においては、前期に引き続き、ダイレクト

レスポンス手法により商品あるいはサービスの販売を試みるダイレクト

マーケティング実施企業に対して、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

の提供に努めてまいりました。その結果、「メディア枠提供」（テレビ番

組放送枠等の取扱）、「表現物制作」（テレビ番組やテレビCMの制作）、「受

注管理」（コールセンターオペレーションの取扱）などの取引が引き続き

増加すると共に、新規顧客企業への積極的な成長支援の展開による新規

取引も増加しました。

　以上の事業活動の結果、当期の経営成績は、売上高が前年同期比

26.2％増の252億21,340千円、営業利益が同95.0％増の20億

37,671千円、経常利益が同93.6％増の20億11,353千円、当期純利

益が同96.9％増の11億50,979千円となりました。

営業の概況
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財務諸表

前 期
2008年2月29日

当 期
2009年2月28日

（資産の部）

流動資産 3,094,478 5,775,927

　現金及び預金 952,085 2,891,318

　売掛金 2,110,433 2,824,277

　前払費用 15,824 19,278

　繰延税金資産 27,853 55,674

　その他 944 2,324

　貸倒引当金 △12,662 △16,945

固定資産 645,692 681,651

　有形固定資産 39,829 56,077

　　建物 20,799 25,689

　　器具備品 19,029 30,387

　無形固定資産 4,491 3,511

　　ソフトフェア 4,491 3,511

　投資その他の資産 601,372 622,062

　　差入保証金 581,399 603,083

　　繰延税金資産 19,972 18,979

資産合計 3,740,171 6,457,579

前 期
2008年2月29日

当 期
2009年2月28日

（負債の部）

流動負債 2,622,605 3,079,761

　　買掛金 1,643,300 2,099,452

　　短期借入金 500,000 ̶

  　 未払金 103,659 159,176

　　未払費用 12,265 18,952

　　未払法人税等 294,328 671,896

　　未払消費税等 41,450 68,667

　　役員賞与引当金 27,600 58,800

　　その他 ̶ 2,816

固定負債 7,026 12,376

　　退職給付引当金 7,026 12,376

負債合計 2,629,632 3,092,137

（純資産の部）

株主資本 1,110,538 3,365,441

　　資本金 75,318 627,318

　　資本剰余金 65,318 617,318

　　　資本準備金 65,318 617,318

　　利益剰余金 969,902 2,120,882

　　自己株式 ̶ △77

純資産合計 1,110,538 3,365,441

負債純資産合計 3,740,171 6,457,579

Financial Statements

貸借対照表
（単位：千円）（単位：千円）

❶ 流動資産／月次売上の増加に伴う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26億81,448千円
増加し、57億75,927千円となりました。

❸ 流動負債／借入金の返済により短期借入金が減少した一方で、月次
の仕入額増加による買掛金の増加、法人税等の計上による未払法人
税等の増加などがあったことなどから、流動負債は、前期末比4億
57,156千円増加し、30億79,761千円となりました。なお、当期は
借入金を全額返済したことから、有利子負債残高はゼロとなりました。❷ 固定資産／有形固定資産の増加に加え、差入保証金の増加などによ

る投資その他の資産の増加もあったことなどから、固定資産は前期
末比35,959千円増加し、6億81,651千円となりました。 ❹ 純資産／株式の発行により資本金及び資本準備金がそれぞれ5億

52,000千円増加し、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が
11億50,979千円増加したことにより、純資産は前期末比22億
54,902千円増加し、33億65,441千円となりました。

❶

❷

❹
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前 期
2007年3月　1日～
2008年2月29日　

当 期
2008年3月　1日～
2009年2月28日　

売上高 19,987,633 25,221,340
　　ソリューション売上高 19,395,974 24,675,839
　　商品売上高 591,659 545,500
　売上原価 18,178,712 22,173,729
　　ソリューション売上原価 17,651,638 21,682,389
　　商品売上原価 527,073 491,339
売上総利益 1,808,921 3,047,611
　販売費及び一般管理費 763,756 1,009,939
　　役員報酬 66,150 74,120
　　給与手当 208,119 273,761
　　賞与 80,942 126,755
　　役員賞与引当金繰入額 27,600 58,800
　　退職給付費用 4,301 5,349
　　法定福利費 39,922 50,983
　　旅費交通費 ̶ 51,918
　　業務委託費 67,910 65,576
　　地代家賃 53,723 73,056
　　減価償却費 15,372 15,457
　　研究開発費 25,236 3,110
　　貸倒引当金繰入額 4,409 4,283
　　その他 170,069 206,769
営業利益 1,045,165 2,037,671
　営業外収益 830 3,880
　　受取利息 734 3,708
　　その他 95 171
　営業外費用 6,937 30,198
　　支払利息 6,335 4,654
　　株式交付費 ̶ 1,655
　　上場関連費 ̶ 23,877
　　その他 601 12
経常利益 1,039,058 2,011,353
税引前当期純利益 1,039,058 2,011,353
　法人税、住民税及び事業税 460,712 887,201
　法人税等調整額 △6,107 △26,828
当期純利益 584,452 1,150,979

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金

合         計
その他利益剰余金 利益剰余金

合         計繰越利益剰余金

2008年2月29日残高 75,318 65,318 65,318 969,902 969,902 ̶ 1,110,538 1,110,538
事業年度中の変動額
　新株の発行 552,000 552,000 552,000 1,104,000 1,104,000
　当期純利益 1,150,979 1,150,979 1,150,979 1,150,979
　自己株式の取得 △77 △77 △77
事業年度中の変動額合計 552,000 552,000 552,000 1,150,979 1,150,979 △77 2,254,902 2,254,902
2009年2月28日残高 627,318 617,318 617,318 2,120,882 2,120,882 △77 3,365,441 3,365,441

前 期
2007年3月　1日～
2008年2月29日　

当 期
2008年3月　1日～
2009年2月28日　

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,322 1,378,631

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,342 △43,322

財務活動によるキャッシュ・フロー ̶ 603,922

現金及び現金同等物の増加額 294,980 1,939,232

現金及び現金同等物の期首残高 657,104 952,085

現金及び現金同等物の期末残高 952,085 2,891,318

❺ 売上高／顧客企業のテレビ通販事業は総じて堅調に推移し、「メ
ディア枠提供」、「表現物制作」、「受注管理」などにおいて前期実
績を上回ると共に、成長支援型のアプローチによる新規取引も増
加しました。その結果、当期の売上高は前年同期比26.2％増の
252億21,340千円となりました。

❻ 経常利益／業容拡大により従業員の人件費等が増加する一方で、
新たなメディアの取扱の増加及びソリューションサービスの拡充
などにより、経常利益は前年同期比93.6％増の20億11,353千
円となりました。

❼ 現金及び現金同等物の期末残高／税引前当期純利益20億11,353
千円の計上などから営業活動によるキャッシュ・フローは13億
78,631千円の収入となりました。また、短期借入金返済により
5億円の支出を行った一方で株式の発行により11億4,000千円
の収入があったことなどから財務活動によるキャッシュ・フローは
6億3,922千円となりました。これらの結果、当期末における現
金及び現金同等物の残高は、前期末比19億39,232千円増加し、
28億91,318千円となりました。

キャッシュ・フロー計算書損益計算書

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

❺

❻

❼
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　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。
　当社は設立後3期しか経過しておらず、未だ成長過程にあ
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、株主の皆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。
　将来的な株主の皆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 8,000,000株

 発行済株式数 2,489,300株

 株主数 1,043名

株式分布状況

所有者数別

所有者数別

所有株数別

所有株数別

金融機関
9名
0.86%

その他の法人
51名
4.89%

金融商品取引業者
10名
0.96%

金融機関
48,900株
1.96%

その他の法人
221,000株
8.88%

金融商品取引業者
23,828株
0.96%

自己名義株式
1名
0.10%

外国法人等
10名
0.96%

個人・その他
962名
92.23%

自己名義株式
24株
0.00%

外国法人等
72,800株
2.93%

個人・その他
2,122,748株
85.28%

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

妹尾勲 547,700 22.00 

中村恭平 547,700 22.00 

丸田昭雄 547,700 22.00 

グローバル・ブレイン株式会社 209,600 8.42 

小杉誠 124,000 4.98 

投資事業組合GB-Ⅳ 48,100 1.93 

投資事業有限責任組合GB-Ⅲ 38,500 1.54 

エイチエスビーシー　バンク　
ピーエルシー　クライアンツ　
ノンタックス　トリーティ

37,400 1.50 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 26,000 1.04 

投資事業組合GV-J 24,300 0.97 

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（2009年 2月 28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 627,318千円

 従業員数 47名

会社概要 （2009年 2月 28日現在）

 代表取締役C EO 妹尾　　勲 

 代表取締役CMO 中村　恭平 

 代表取締役COO 丸田　昭雄 

 取締役 海老根智仁 

 監査役 鈴木　良治 

 監査役 百合本安彦 

 監査役 藤井　幹晴

役員 （2009年 5月 26日現在）

（2009年 2月 28日現在）

（2009年 2月 28日現在）



 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。）

株主メモ

〒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/

▲ 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。


