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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現在、中長期的な成

長の基盤を構築することを目指した3カ年の成長

戦略を積極的に推し進めており、当期は最終年度を

迎えております。

　当上期は、体制・組織面で大きな変革を行いまし

た。本年3月に人員の継続的な増強と今後の事業

拡大に伴う本社機能の強化を目的に本社を移転い

たしました。また、意思決定の迅速化と経営のさら

なる効率化を目的に本年5月より執行役員制度を

導入いたしました。

　こうした中、当上期の連結業績は、既存ビジネス

再成長に向けた営業力強化・商品力強化・コスト適

正化の取り組みが売上総利益率の回復という成果

となって表れ、当初予想に対し売上高が下回る一

方で営業利益が大幅に上回って着地いたしました。

通期業績も当初予想を達成できるよう、全社一丸

となって邁進してまいります。

　株主の皆様への利益還元につきましては、引き

続き安定的かつ継続的な還元に努めてまいります。

株主優待制度におきましては、半年前より基準日

を2回に増やし、優待内容の拡充を図っております

ので、ぜひともご活用くださいますようお願いい

たします。

　株主の皆様には、引き続き当社の経営にご理解

とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1 Interim Bussiness Report

代表取締役会長 取締役 社長執行役員

To Our Shareholdersごあいさつ
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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により、2013年2月期第3四半期より連結決算を開始しております。
※2014年4月に連結子会社である株式会社トライズデジタルベースを解散しております。

Financial Highlights財務ハイライト

2015年2月期の通期業績は、当初予想（2014年3月31日公表）のとおり、売上高361億円（前期比0.2％増）、営業利益8億17百万円（同5.5％

増）、経常利益7億86百万円（同1.2％増）、当期純利益4億24百万円（同13.1％増）を予想しております。

通期の見通し
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特集 ❶ 　マネジメント鼎談『今後の成長戦略』

3 Interim Bussiness Report

当社は、2 0 1 4年5月より、妹尾を社長執行役員とする
執行役員制度をスタートさせました。今回は、この新体制をリードする妹尾（業務執行全般を管掌）・
鈴木（国内営業・海外事業等を管掌）・前田（商品企画・メディア仕入等を管掌）の3人の執行役員による鼎談を行い、
株主の皆様に「トライステージの今後の成長戦略」をお伝えいたします。

新たな執行体制のもと、スピーディな業務改革が進み、社員の自信とプライドが回復し、
確かな成果も出てきました。

妹尾： 当社は、3カ年の成長戦略において、「既存事業の再
成長」と「3つの新規事業の推進」を目指しています。
当期はその最終年度として、既存事業については3つ
の施策「営業力強化」「商品力強化」「コスト適正化」
に取り組んでおり、特に「コスト適正化」において、
予想以上の成果が出てきています。

鈴木： 当期から前田さんが新たに執行役員に加わり、属人
的な状況にあった当社のノウハウやスキルの“商品
化”が順調に進みました。この結果、顧客企業に対し、
より最適なサービスを提供することができるようにな
り、営業力は格段に高まってきたと実感しています。

前田： 顧客企業への提供価値を向上させる商品こそが“良
い商品”と言えますが、端的にそれは、顧客企業の成果
（お客様からのレスポンスが増え売上が増えること）
が最大になるテレビ放送枠を的確にご案内すること
です。当社はテレビ通販における最大の支援事業者
であり、毎月約2万枠もの提供実績を持っています。

これをデータベース化し 全営業員に“見える化”する
ことで、化粧品ならこの枠、健康食品ならこの枠とい
うように、常に最適な枠をご提供できるようになりま
した。

鈴木： 営業の現場では、“最適なメディア配分”を追求し、“顧
客企業の売上と満足度の最大化”と“当社の利益の最
大化”を同時に実現していこうという流れが完全に根
付いてきました。心理的には社員の自信とプライドも
回復し、あらゆる面で大きな成長を遂げつつあると感
じています。

妹尾： 成果は、数字にも表れてきました。メディア取引の利
益率が大幅に改善し、当上期の売上総利益率（単体）
は前上期に比べ1.8ポイント改善し11.6％となって
います。利益重視の経営により“筋肉質な会社”に戻
していく取り組みは、非常に良いスピード感で進捗し
ているものと評価しています。

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

前田　充章
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Special Feature　1

4Interim Bussiness Report

妹尾： 一方、新規事業については、次の3カ年につながる
“種”を産み落とすことができたと思っています。そ
の中で、WEBへの取り組みは連結子会社㈱トライズ
デジタルベースを解散し、改めて当社独自の方向性
を模索することとしました。

前田： 当社はテレビ中心のプレイヤーですので、これを競
争優位性として発揮できるような形でWEBビジネ
スを展開していくことが大切だと思っています。この
半年間は、そのスキームづくりに専念してきました。
まず、テレビとWEBの関係性を明らかにすることか
ら入っていくのが一番スムーズだろうと考え、オフラ
インアトリビューション（詳細は下のPick-up記事参
照）のサービスを開発しました。これを利用して現在、
顧客企業に対して実践的なフィジビリティ・スタディ
（事業化の可能性調査）を行っています。

鈴木： 希望するクライアントには、営業員とWEB担当が
同行して、コールセンター受注やWEB受注に対する
テレビ放送の貢献度をレポートしています。「このテ
レビスポットを打ったことで、WEB受注がここで急激
にアップしていますね」等の説明を行いながら、「御
社はテレビとWEBの予算配分をこうした方がよいか
と思います」といった提案にもつなげています。

妹尾： 再度の積極的なトライアル＆エラー（試行錯誤）に
よって、社員の意識や文化も変えようとしています。

テレビのことしかわからない文化ではもうだめです。
WEBの知識やノウハウも社員および組織に内在さ
せていかなければなりません。

前田： 米国ではコネクテッドTVと言われるインターネットテ
レビの普及率が40％を超えています。日本ではまだ
10％未満ですが、近い将来には米国と同程度の状況
が訪れ、いずれテレビとネットの融合が急速に進んで
いくことが予想されます。そうした新たな環境におい
て、テレビとネットの特徴を最も効率的かつ効果的に
捉えた提案は、当社だからことできることであり、一
般のネット代理店には非常に困難です。そんな競争
優位性を発揮できる商品を開発していきたいと考え
ています。その有力な候補として、「動画広告」の事
業化を模索しています。先行する米国では約4,000
億円の市場規模があり、日本でも既に200億円近く
に及び、3年後には600億円まで急拡大すると予想さ
れおり、非常に有望なマーケットです。当社は、テレビ
通販用の動画を年間3,000本以上制作しており、動
画制作ノウハウにおいて非常に大きな競争優位性が
あります。当期はフィジビリティ・スタディに徹してしっ
かりとした基礎を作り、来期から本格的な事業化に向
けた取り組みを行っていく方針です。

WEBマーケットへの取り組みでは、テレビ中心の当社の特徴を競争優位性として活かせる
独自の方向性を追求していきます。

テレビの貢献度を可視化し、提案力と競争力を向上

成長戦略「WEBマーケットへの進出と育成」の取り組み1Pick-up

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」。こ
れにより、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。また、
この分析手法を用いて「マーケティング予算配分最適化サービス」を展開。この高い提案力と競争力により、既存事
業の売上拡大とネット広告への進出を推し進めています。

投資対効果
の改善
イメージ

予算配分パターン（予算総額は同じ）

出
稿
金
額

テレビ 新聞 ラジオ 雑誌 チラシ WEB
純広告

リス
ティング

過去出稿実績
最適配分プラン

受
注
数

過去出稿実績 最適配分プラン

予算は同じでも、配分により受注数増加
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妹尾： 私どものダイレクトマーケティングにおける支援事
業は、アクイジション（新規のお客様の獲得）とリテン
ション（再購入の促進）の両輪が回る構造を提供して
初めて完成すると考えています。前者に重きを置き
後者の支援が不十分であった従来の反省から、再購
入を促進するCRM（顧客管理）ビジネスの立上げを
目指し、2013年11月にダイレクトメール発送代行事
業大手のMC社をM&Aにより取得しました（詳細は
下のPick-up記事参照）。価格競争力を持った会社
の子会社化により、営業活動の中でリテンションに関

する一定の提案力を持つことができるようになった
と評価しています。今後は、もう一歩踏み込んだ営業
活動へと広げていくべき段階にきたと判断し、本年
10月1日付の組織改編で鈴木が管掌する営業部門に
CRMビジネス推進グループを移管しました。

鈴木： 今後は営業員の日常的な業務として、「こんなCRM
施策を打つことでより多くのお客様の再購入につな
がりますよ」といった提案を積極的に行い、CRM発
想の提案活動もWEBと同様に営業員の文化として
根付かせていきたいと考えています。

CRM（顧客管理）ビジネスについては、もう一歩踏み込んだ営業活動へと広げるべく、
営業部門への移管を行いました。

特集 ❶ 　マネジメント鼎談『今後の成長戦略』

LTV(顧客生涯価値)の最大化に向けて

成長戦略「CRMビジネスの創出と育成」の取り組み2Pick-up

妹尾： 3つめの新規事業である海外マーケットへの進出につ
いては、事業化の足がかりとなる海外拠点を当期のうち
に設ける計画で進めております。

鈴木： ご存じの通り、日本は少子高齢化の進行に伴って人口
の減少が始まっています。国内ダイレクトマーケティ
ング市場は成長過程にあるものの国勢的には成熟市
場です。当社が今後の成長をより確かなものとして
いくためには、海外マーケット、特に6億5,000万人の
人口を擁する成長期のASEANエリアに目を向けて
いかなければなりません。昨年来、ベトナム、台湾、マ

レーシア、タイ、シンガポールと既に5か国での支援
事業の実績を積み上げており、来年にはインドネシア
での展開も計画しています。まだ1年余りの取り組み
のため、単年度黒字には至っていませんが、ASEAN
各国での経験と実績によって、コストを抑えながら売
上を高めていく具体的なノウハウ獲得など様々な成
果が出てきており、近い将来の躍進につながるもの
と確信しています。当期の計画としております海外
初の拠点新設を、今後の躍進の契機にしたいと思っ
ています。

海外事業展開については、当社初となる海外拠点新設を契機に、事業の本格化を
スタートさせていきます。

ダイレクトマーケティングにおいて継続的な収益を確保するためには、新規顧客獲得のみならず再購入を促進する
CRM（顧客管理）施策が極めて重要です。当社は、CRMの推進による顧客企業の収益拡大に貢献するべく、ダイレクト
メール発送代行事業の拡大とトライステージメソッドの活用を図り、LTV（顧客生涯価値）の最大化を目指しています。

※2013年11月、当社はダイレクトメール発送代行事業大手のメールカスタマーセンター社を子会社化し、CRMビジネスに本格参入しました。

トライステージ
メソッド構築

独自の
顧客分析
ノウハウ

独自の
アウトバウンド
スクリプト

独自の
クリエイティブ
フレーム

ダイレクトメール
発送代行事業の拡大

の両輪とアクイジション
新規のお客様を集める 既存のお客様に継続してご購入いただく

リテンション を最大化LTV
顧客生涯価値

※
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妹尾： 2006年の設立以来、当社は自らを“テレビ業界のベ
ンチャー”と位置づけ、その自負を持って事業を推し
進めてきました。この思いは今もこれからも変わりま
せん。この3年間でダウントレンドに陥っていた流れ
を抜本的な構造改革によって断ち切り、既存事業、新
規3事業ともに新しい成長の種を芽生えさせてきま
した。当社グループは今後、売上高1,000億円、営業
利益率10％という長期ビジョンを見据え、エクセレン
トカンパニーの仲間入りを果たしていきたいと考え
ています。

鈴木： 当社独自の強み、WEBとのシナジー、CRMや海外
ビジネスなど、取り組んできたすべてのことが成果と
してどんどん顕在化してきています。売上高1,000
億円への道程では、それらの成果をいかに最大化し
ていくかが非常に重要です。そして、これは、基礎と
なる人材力を高めていくことで必ず達成できるもの

と確信しています。
前田： 私はやはり、“良い商品づくり”に徹底的にこだわり続

けていきたい。“テレビ通販の中で一番いい支援を提
供してくれるのはトライステージ”という認識を業界
全体に広めていきたい。テレビとネットが融合した環
境においても同様のポジションを獲得し、より大きく
なった市場をリードする企業になる、そのための基礎
を築き上げていきたい、と思っています。

妹尾： 最終的な責任は私が負いますので、鈴木執行役員と
前田執行役員には、新執行体制のもとで存分に力を
発揮していただきたい。そして、どんなに時代が移り
変わろうと、ベンチャー精神を持ち続け、“顧客企業
の売上に対して責任を持つ会社”であり続けたいと
考えています。ひいては、それが当社グループの企業
価値の向上につながるものと確信しています。

“テレビ業界のベンチャー”としての自負のもと、
売上高1,000億円企業を目指していきます。

Special Feature　1

海外事業の本格化に向け、アジア各地で販売支援を展開

成長戦略「海外マーケットへの進出と育成」の取り組み3Pick-up

妹尾： 私どもの海外事業展開は、いわばクールジャパン構
想に則って、“日本の良いものをASEANの人々に紹
介する”という発想に立っています。海外展開を希望
する当社顧客企業の商品に限らず、地方の名産品な
ど日本全国の“良いもの”を当社自らが販売主体と
なってASEAN各国に紹介していきたいと考えてい
ます。ただし、国内においてはあくまでも支援事業者

に徹し、当社自らがBtoCビジネスの展開を行うこと
はありません。

鈴木： 一方、海外においてはBtoCビジネスを加速度的
に展開していきたいと考えています。日本製品は、
ASEAN各国にまだまだ浸透していない部分も多い
ため、そうした分野にしっかりとフォーカスしながら
マーケット拡大を図っていきたいと思います。

海外において、数年後の事業化を目指した足がかりとなる拠点を作るため、ASEANへの本格進出を開始。インフォ
マーシャルだけでなく、アウトバウンド、EC、リテールを含めたマルチチャネル型の販売支援の実績と現地協力ネット
ワークの構築を着々と積み上げています。

ASEANにて
テレビ通販
支援事業を
開始

2012年10月～ベトナム

2013年9月～マレーシア

2013年1月～台湾

2013年12月～タイ

2014年3月～シンガポール
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特集 ❷ 　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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Communication with Shareholders株主の皆様とのコミュニケーション

■ 男性 67.9%
■ 女性 22.8%
■ 無記入 9.3%

■ ～20代 2.7%
■ 30代 12.8%
■ 40代 19.0%
■ 50代 18.3%
■ 60代 30.4%
■ 70代～ 14.6%
■ 無記入 2.1%

性別

年齢

0.0 20.010.0 40.030.0 60.050.0（%）

安定的な配当

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

積極的な成長戦略

0.0 20.010.0 40.0 50.0 60.0 70.030.0 80.0（%）

当面保有したい

手放したい

買い増ししたい

無記入

4.9

8.5

9.6

20.1

26.6

39.7

57.4

1.5

2.6

23.4

72.5

0.0 20.010.0 40.030.0 60.050.0（%）

安定的な配当

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

積極的な成長戦略

0.0 20.010.0 40.0 50.0 60.0 70.030.0 80.0（%）

当面保有したい

手放したい

買い増ししたい

無記入

4.9

8.5

9.6

20.1

26.6

39.7

57.4

1.5

2.6

23.4

72.5

ご回答いただきました657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。

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」57.4％、
②「収益を重視した安定的な成長戦略」 39.7％、③ 「積極的な成長戦略」26.6％
という順番となりました。

当社株式保有のお考えについてうかがった結果、①「当面保有したい」72.5％、
②「買い増ししたい」 23.4％、合わせて95.9％の株主様が継続保有のお考えを
示していただきました。

株 主 ア ン ケ ー ト
集 計 結 果 の ご 報 告

第8期株主通信におきまして、第11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。

経営について

 株価の安定と優待の維持を希望します。
 安定した収益を上げるのは簡単な事ではないが、配当、優
待を維持して貰いたい。

 株主優待を止めている会社も多いが、御社には株主優待
を継続して欲しい。

 株主優待の選択肢を増やしてほしい。さらなる充実を期待
しています。

 株主優待の長期保有者への拡充を期待しています。

株価・配当・株主優待について

 株主通信のサイズが大きくて見やすい。
 紙質やサイズを落としてコストカットしてもいいのではな
いか。

株主通信について

 業績の向上、株主数の増加、上手な IRの展開等、着実に
進めて下さい。期待しています。

 東証1部上場を期待します。
 新規事業毎に売上、利益を開示して欲しい。

IR活動について

株主の皆様からのご意見、ご要望等（一部を抜粋いたしました）

当社経営に対する期待について（複数回答可）

当社株式保有のお考えについて

 テレビの貢献度が可視化出来るのは良い。御社にとっても、
テレビの必要性を改めて認識できたことは経営的に重要。

 積極的にM&Aを展開し、収益力強化、事業拡大を続けて
欲しい。

 グローバル展開を視野に大きく夢を描き、日本の景気状況
に左右されにくい経営体を作って欲しい。

 高齢化社会において、テレビ通販を利用する生活者はます
ます増える可能性がある。変化に上手く対応して欲しい。
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前 期
2014年2月28日

当第2四半期
2014年8月31日

（資産の部）

流動資産 11,291,163 11,557,135

固定資産 1,450,525 1,272,153

　有形固定資産 326,926 303,842

　無形固定資産 470,464 413,455

　投資その他の資産 653,134 554,855

資産合計 12,741,689 12,829,289

前 期
2014年2月28日

当第2四半期
2014年8月31日

（負債の部）

流動負債 3,685,059 3,736,426

固定負債 441,881 389,219

負債合計 4,126,941 4,125,646

（純資産の部）

株主資本 8,592,925 8,681,330

その他の包括利益累計額 △ 1,283 △ 1,338

少数株主持分 23,105 23,651

純資産合計 8,614,747 8,703,642

負債純資産合計 12,741,689 12,829,289

（単位：千円）

前第2四半期
2013年3月　1日～
2013年8月31日　

当第2四半期
2014年3月　1日～
2014年8月31日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 595,905 140,804

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 323,642 △ 48,707

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 47,123 △ 176,353

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 225,139 △ 84,256

現金及び
現金同等物の期首残高 1,847,914 1,559,534

現金及び
現金同等物の四半期末残高 2,073,054 1,475,277

（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
2013年3月　1日～
2013年8月31日　

当第2四半期
2014年3月　1日～
2014年8月31日　

売上高 19,230,966 16,270,607

　売上原価 17,516,498 14,670,401

売上総利益 1,714,467 1,600,206

　販売費及び一般管理費 1,126,299 1,198,014

営業利益 588,168 402,191

　営業外収益 4,865 13,278

　営業外費用 3,978 3,876

経常利益 589,055 411,594

　特別利益 ̶ 6,439

　特別損失 3,609 ̶

税金等調整前四半期純利益 585,446 418,033

　法人税、住民税及び事業税 325,799 242,550

　法人税等調整額 △ 77,201 △ 62,611

　少数株主損益調整前
　四半期純利益 336,848 238,094

　少数株主利益又は
　少数株主損失（△） △ 8,819 545

四半期純利益 345,667 237,548

（単位：千円）損益計算書

Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表

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8,759万円増
の128億2,928万円となりました。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8,889万円増の87億364万円となりました。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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 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,607,400株

 株主数 4,265名

株式の状況 （2014年8月31日現在） 株式分布状況

金融機関
1名
0.02%

その他の法人
25名
0.59%

金融商品取引業者
9名
0.21%

自己名義株式
1名
0.02%

外国法人等
17名
0.40%

個人・その他
4,212名
98.76%

金融機関
3,500株
0.05%

その他の法人
38,700株
0.51%

金融商品取引業者
8,041株
0.11%

自己名義株式
150,204株
1.97%

外国法人等
1,963,100株
25.81%

個人・その他
5,443,855株
71.56%

所有者数別

所有株数別

（2014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 22.03
中村　恭平 1,265,600 16.97
妹尾　勲 1,068,100 14.32
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 933,400 12.51

MELLON BANK TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 705,200 9.46

小杉　誠 356,000 4.77
CGML PB CLIENT 
ACCOUNT/COLLATERAL 168,300 2.25

THE BANK OF NEW YORK, 
JASDEC NON-TREATY
ACCOUNT

67,000 0.89

JP MORGAN CHASE BANK 
380055 43,700 0.58

グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.42

（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。 

大株主 （2014年8月31日現在）

株主関連情報／会社情報

株主優待制度

　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。

2014年2月末より、株主優待制度を拡充いたしました。

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

■拡充の内容
（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）

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。

　前期につきましては、重点分野への投資のため
の内部留保の拡充を図りつつも、同時に株主様へ
還元できる財務基盤及び環境が整っていると判断
できることから、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。

前期（2014年2月期）の配当

当期（2015年2月期）の配当予想

今回からは当社ロゴマークを
入れたオリジナルクオカード
を贈呈いたします。
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 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 ※

 監査役 安島　 和夫 ※

 監査役 百合本 安彦 ※

 監査役 藤井　 幹晴 ※

役員 （2014年8月31日現在）

※社外役員

Shareholders Information / Corporate Data

 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 643,642千円

 従業員数 連結 150名　単体 128名

会社概要 （2014年8月31日現在） 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。



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

▲ 当社ホームページ

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

▲ 投資家情報ページ

ホームページのご紹介

〒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/


