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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す
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、ダイレクトマーケティング支援のパイオニアとして、

顧客企業に対して総合的な支援を行っています。今後もさまざまな革新的なチャレンジを実行し、

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ます。

● 中期経営計画の概要

Tri’s next vision 2015

ダイレクト
マーケティングの
バリューチェーンに対し、
トータルソリューション
サービスを提供

成長戦略

新中期経営計画では、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
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’13/2-’15/2月期の投資実績
は主にMCC株式取得の
約4億円
今後3年間でM&Aに関して
100億円規模の投資を実施

豊富な経験とノウハウに基づき、商品開発から顧客管理
まで、顧客企業におけるダイレクトマーケティングの
バリューチェーンに対し総合的な支援を行っています。

● トライステージの事業内容
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新中期経営計画（計画）前中期経営計画（実績）

（2015/2）前中期経営計画の実績

営業利益
(EBITDA)

売上高

営業利益

売上高

9.1億円

321億円

予想比※ +12.4% 

予想比※ -10.8% 

※  ’15/2期初の事業予想との比較です。
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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

ダイレクトマーケティング支援事業

● 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
● 視聴者の“買いたい”気持ちに訴求する“売れる番組”の企画制作
● レスポンスを呼ぶ媒体選定
● 最適な受注方法を提案
● 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
● 最適な配送方法を設定

1

● 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

ダイレクトメール発送代行事業2
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

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

12

ROEの向上

株主還元の充実
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特集 ❶ 　マネジメント対談

“革新”の経営を推し進め、売上拡大と
利益成長を目指す。

　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、前期までの取り組みにより今後の成長基盤の整備を完了させ、当期2016年2月期よ

り再成長に向けた新中期経営計画をスタートさせております。

　当上期の連結業績は、主力のTV事業における営業力強化、コスト最適化の取り組みが順調に成果を発揮したこと

などから、当初予想を大幅に上回る推移となっております。

　今回のマネジメント対談では、丸田会長と妹尾社長から、今後の成長戦略を中心にご説明させていただきます。

妹尾： 業績は順調に推移しています。前中期経営計画におい

て“筋肉質”な企業体質への変革を推し進めた結果、前期には

利益悪化を招いていた状況を脱することができました。これ

により、当上期の売上総利益率は前年同期比0.8ポイント向

上して10.6％となり、利益体質がさらに根付いてきました。

丸田： 当社が“筋肉質”な企業体質への変革を遂げたのは、利

益構造だけではありません。社員ひとり一人の意識や営業体

制など、会社全体が変革することができたと思っています。

妹尾： 同感です。前中計の初年度に利益成長の踊り場を迎え

たころ、当社では常態的に行っていた値引き販売が利益を圧

迫するという状況が生じていました。我々が取り扱っているテ

レビ放送枠は我々自身がリスクを負って仕入れている“大切

な商品”であり、“お客様に適した商品”として自信を持ってお

勧めすべきものである、といった矜持（プライド）を、今や全社

員が持って営業活動に当たっていると確信しています。その

結果、不測の赤字取引に陥る案件がほぼ皆無となってきまし

た。利益確保の面で、これが最も大きな要因となっているも

のと考えます。

丸田： その意味で、当社のサービスの質を保証するのは社員

であり、社員が当社の重要な財産であるということは、常に変

わらない真実です。

妹尾： 加えて当期は、売上成長も伴ってきました。要因は2つ

あると考えています。一つは、創業来のクライアントが新規

顧客獲得のためのメディア出稿を行う時期が到来したこと、

もう一つは、新業種新領域のクライアント開拓によって新た

営業力強化に向けて、新たな広告効果測定サービスを開発開始

　当社では、WEBでの購入に対するテレビの貢献度を
可視化する「オフラインアトリビューション」を活用してき
ましたが、この度、さらにスピーディに詳細な分析結果を
手に入れるべく、ロックオン社と共同で新サービスの開
発に着手しました。当社が持つオフライン購買経路デー
タとロックオン社のオンライン購買経路データを組み合
わせ、今まで把握出来なかった、メディアをまたいだリア
ルタイムな消費者動向の可視化を目指します。

●株式会社ロックオンとの連携イメージ

トライステージ 株式会社ロックオン

インフォマーシャル
TVCM枠の
基本情報

コールセンター
での

受注情報

WEB広告
効果情報

WEBでの
受注情報

インフォマーシャル
TVCM枠
成果情報管理
データベース

WEB広告効果
測定ツール

情報連携・分析
により、枠単位の
アトリビューションの
可視化を実現

Pick-up 1

“筋肉質”な企業体質の上に、売上成長が
伴ってきました。
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なメディア出稿の獲得が順調に結果を出し始めていることで

す。この2つが相まって、今後、売上も堅調な拡大基調をたど

るものと考えています。

丸田： 当期よりスタートした新中期経営計画は、新しい策定

方法による新たなチャレンジだと言えます。経営陣が中心と

なって策定した前中計に対して、新中計は、現場の執行を司

る執行役員陣が基本プランを策定し、テーマごとに現場社員

も巻き込んだプロジェクトチームを編成して具体的なプラン

をまとめ上げました。新中計は、いわば全社員参加型に近い

形で策定されたものです。

妹尾： 執行役員制度は昨年5月にスタートし、既に1年以上が

経過していますが、社長執行役員として十分に満足できるレ

ベルに達してきていると評価しています。全執行役員が積極

的な姿勢で臨み、週1回の執行役員会議の場で様々なテー

マの提議と進捗報告が行われています。ややもすれば私がブ

レーキになりかねないほどの非常に速いスピードで執行業務

が進捗しています。

丸田： 経営と執行の在り方を変えると同時に、当社は、社員が

目指す“トライステージマン”の在るべき姿についても見直し

を図りました。最も重視するポイントは、課題解決に向けた姿

勢です。慣習に囚われず変化を恐れずチャレンジする精神、

いわばアントレプレナーシップを全社員に養っていきたいと

考えています。

妹尾： 実は、そうした社員ひとり一人の姿勢を会社全体のビ

　2015年4月1日から施行された「機能性表示食品制
度」において、効果的な広告表現をアドバイスするサービ
ス「KINO-ad」（キノアド）を開始。広告考査の実績を基
に、機能性表示食品の広告コピー開発についてアドバイ
スします。
　本サービスを通じ、食品関連事業者各社の機能性表
示食品領域への参入を支援し、健全な新市場形成に努
めます。

●「KINO-ad」（キノアド）の概要

形式審査 販売

出稿
行政

食品
関連
事業者 メディア

消費者
届出

支援

考査 広告

支援 支援

既存事業におけるマーケットの深耕を目指し、新サービスを開始

トライステージによる、広告コピーに関するトータルサポート

Pick-up 2

執行役員が中心となって策定した新中計により、
常に“イノベイティブ”な経営を推し進めます。

代表取締役会長 取締役 社長執行役員
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ジョンとして置き換えたのが、「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」という中長期ビジョンです。ダイレク

トマーケティングの支援会社として、業界にイノベーションを

もたらす、そのために、社員ひとり一人が保守的にならず常に

イノベイティブであり続ける、そうした経営を追求していきた

いと思っています。新中計は、私のこの中長期ビジョンを実現

していくためのプランとして、執行役員を中心としたプロジェ

クトチームが策定したものです。

丸田：  “筋肉質”な企業体質に売上成長が伴ってきたことで、

増収増益基調の定着が可能な経営状態となってきました。し

かしながら、当期は、増収減益の計画としております。理由は、

新中計の初年度である当期に、今後の確かな成長のための

集中的な投資を実行するためです。株主の皆様には、この点

をご理解いただき、変わらぬご支援を賜りたく存じます。そし

て、当社は、全員経営により、少しでも計画値を上回る実績を

目指すことで、株主の皆様のご支援にお応えしてまいります。

妹尾： 当社は今後3年間で100億円規模のM&A投資を計画

していますが、ご存じの通り、M&A費用は販管費には含まれ

ません。にもかかわらず営業減益を計画しているのは、当期

は人件費やシステム開発費を大きめに見込んでいるからで

す。コアとなるTV事業に加え海外事業やWEB広告事業を積

極的に展開し、3年間で目指す成果を獲得するためには、それ

ぞれの事業に長けた高い能力を持った人材の確保が不可欠

であると認識しています。また、TV事業の収益基盤をさらに

盤石なものとしていくためには、テレビ放送枠のデータベー

ス化、すなわち“見える化”の精度をもう一段上のレベルへと

進化させていく必要があると考えています。当期は、こうした

積極的な先行投資を進めています。

丸田： 当社はこれからの3年間で海外事業やWEB広告事業

に大胆なM&A投資を実行し、早期の成果獲得を目指してい

きますが、その一方で、当社のコア事業は、創業当時も、現在

も、そしてこれからも「TV事業」であることに変わりはありま

せん。TV事業において培ってきた知識・ノウハウ・経験は、当

社の最大の武器であり続けます。さらに磨きを掛け、他社に

はまねのできない“ダントツ”の強みを創出していかねばなら

ないと思っています。

妹尾： その通りです。TV事業の拡大を最優先テーマとして取

り組んでいます。たとえば、健康食品を扱う既存クライアント

の多くが、今春スタートした「機能性表示食品制度」を切り口

とした商品開発や販促活動に注目していますが、制度が新し

いだけに規制基準が明確になっておりません。当社では、新

たな取り組みとして、創業来培った広告制作や考査対応の豊

富な事例を活かし、クライアントを支援するための新サービ

スを開始しました。また、本年9月には「関西支店」を開設し、

日本で二番目に大きな経済圏である関西を東京・福岡に次ぐ

第三の“通販王国”とするべく、関西に拠点を置く通販会社の

支援を積極化していきます。

丸田： 海外事業やWEB広告事業、DM事業は、TV事業を強

化していくためのサポート事業という側面もありますが、人材

日本の特産品に対する国内外でのダイレクトマーケティングを支援し、地域活性に貢献

　当社及び当社の後援するJASPO（※）が進める「地域活
性化に関するダイレクトマーケティング」が国に認められ、
地域創生オペーレーターの一社としてさらなる尽力を計
るため、内閣府「ふるさと名品開発促進協議会」に参画。ま
た、内閣府が後援予定の、各地域の商材発掘をおこなう
「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」企画の実行委員を拝命し
ました。

地域の将来を支えるポテンシャルが高い名品を表彰

地方の変革を実現することに成功した名品や人材な
どを表彰

※JASPO: 一般社団法人日本特産品促進協会

ふるさと名品オブ・ザ・イヤーについて

主催

賞典

「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会」
実行委員: ヤフー、JTB、楽天、電通、トライステージ

部門賞

地方創生賞

Pick-up 3

大胆な投資を実行する中で、コアとなる
TV事業を優先した事業拡大を推し進めます。

海外事業、WEB広告事業、DM事業は、単独
でも成り立つだけの事業化に向け、様々な挑
戦を実行します。
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やM&Aなどに大きな投資を行う以上、単独でも成り立つだ

けの事業の構築を目指さなければならないと思っています。

妹尾： 海外事業では、主にASEANを中心に展開していく計

画ですが、これまでの取り組みで、ASEAN諸国はモノづく

りの国ではなく“輸入国”であり、“日本のいいものをお届け

する”という視点でビジネスモデルを構築するべき市場であ

ることが分かってきました。早期にマレーシアまたはシンガ

ポールに拠点を設置し、海外事業展開を加速していきます。

また、WEB広告事業では、今後3年間を掛けて2つの商品化

の可能性を検証したいと考えています。一つは、「動画通販

広告」です。WEB広告の世界では今、動画広告がようやく

本格化の兆しを見せており、我々は、TV事業の強みを活か

せる動画広告が通販においても効果を発揮するのか、その

可能性に挑戦します。もう一つは、「TVとWEBのシームレス

化」です。これまでの経験と調査により、TVとWEBはある程

度のレベルで相互に影響し合っていることが分かってきまし

た。この関連性を考慮してTV広告とWEB広告をパッケージ

化して総合的な支援を行うことで、より大きな成果が得られ

ます。ただ、こうしたサービスを提供するためには、入り口と

してまずクライアントにこの事実を明確にご理解いただかな

ければなりません。ロックオン社との業務提携により、リアル

タイムでのアトリビューション（貢献度）調査の手法を開発し

たのは、このためです。

丸田： 2016年3月に当社は設立10周年を迎えます。これまで

の10年は、設立からの急成長、設立3年5ヵ月での株式上場、

2012年頃からの業績の踊り場と経営改革と、変化に富んだ

期間でした。しかし、その中でも変わらず実行してきたのは、

人材への投資・教育・育成です。上場当時は50人に満たなかっ

た従業員数が2012年に100人を超え、2015年8月末現在

170人の優れた人材が集う企業グループとして、“第二創業”

とも言うべき経営ステージを戦っています。

妹尾： これまでの10年は創業者が引っ張ってきた10年であ

り、会社の礎を築いてきた10年だったと思います。そして、こ

れからの10年は、執行役員が引っ張り次の時代を築いていか

なければなりません。

丸田： これからの積極的な取り組みにより、トライステージグ

ループの新たなアイデンティティを築き上げ、ダイレクトマー

ケティング業界に確固たるプレゼンスを確立してまいります。

株主の皆様には、引き続き当社グループへのご支援をお願

い申し上げます。

新執行役員のご紹介

執行役員 関西支店 管掌

（就任: 2015年5月16日）
倉田  育尚

　9月1日に関西支店が開設され、私は、執行
役員 関西支店長の任を受けました。

　関西支店設立の理由は、主に二つあります。

一つは、より近い距離でサポートさせていただ

くことで、西日本のお客様への対応力を高め

たいと考えます。もう一つは、放送枠の仕入れ

強化です。西日本にある放送局各社の関西支

社などと新しい仕入れルートを開拓していき

たいと思います。

　関西・中四国・山陰などでは、東京や九州と異

なり、通販企業間の横のつながりが希薄で、孤

独に悩まれている企業が少なくないように感

じます。当社は、放送枠の購入から番組制作、

コールセンターのコンサルティングまでワンス

トップで担うことができる強みを活かしながら、

情報拠点としての役割も果たし、西日本のお客

様とともに成長していくパートナー的な存在に

なっていきたいと考えています。

関西支店
（大阪市北区）

2015年9月開設

西日本に根差したサポートを目指す。

設立からの10年を基礎に、これからの10年
で当社グループの新たなアイデンティティを
築き上げてまいります。
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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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特集 ❷ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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Consolidated Financial Highlights
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67.4 69.1 1,125.49

1,202.07

600

2016年2月期の通期業績は、当初予想（2015年3月31日公表）のとおり、売上高348億18百万円（前期比8.2％増）、営業利益7億72百万

円（同16.0％減）、経常利益7億64百万円（同18.0％減）、当期純利益4億10百万円（同23.1％減）を予想しております。

通期の見通し

※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、第7期（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。

連結財務ハイライト
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Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表

前 期
2015年2月28日

当第2四半期
2015年8月31日

（資産の部）

流動資産 11,980,959 12,495,402

固定資産 1,006,142 1,003,835

　有形固定資産 273,146 268,506

　無形固定資産 345,351 320,980

　投資その他の資産 387,644 414,348

資産合計 12,987,102 13,499,238

前 期
2015年2月28日

当第2四半期
2015年8月31日

（負債の部）

流動負債 3,594,802 4,382,930

固定負債 398,387 326,118

負債合計 3,993,189 4,709,049

（純資産の部）

株主資本 8,979,306 8,767,474

その他の包括利益累計額 △ 144 △ 681

少数株主持分 12,241 13,171

純資産合計 8,993,913 8,790,188

負債純資産合計 12,987,102 13,499,238

（単位：千円）

前第2四半期
2014年3月　1日～
2014年8月31日　

当第2四半期
2015年3月　1日～
2015年8月31日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 140,804 133,919

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 48,707 474,243

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 176,353 △ 580,415

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） △ 84,256 27,813

現金及び
現金同等物の期首残高 1,559,534 1,943,628

現金及び
現金同等物の四半期末残高 1,475,277 1,971,441

（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
2014年3月　1日～
2014年8月31日　

当第2四半期
2015年3月　1日～
2015年8月31日　

売上高 16,270,607 18,491,734

　売上原価 14,670,401 16,530,199

売上総利益 1,600,206 1,961,535

　販売費及び一般管理費 1,198,014 1,398,168

営業利益 402,191 563,366

　営業外収益 13,278 4,846

　営業外費用 3,876 4,813

経常利益 411,594 563,399

　特別利益 6,439 ̶

　特別損失 ̶ 581

税金等調整前四半期純利益 418,033 562,818

　法人税、住民税及び事業税 242,550 261,123

　法人税等調整額 △ 62,611 △ 17,756

　少数株主損益調整前
　四半期純利益 238,094 319,450

　少数株主利益 545 929

四半期純利益 237,548 318,521

（単位：千円）損益計算書

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
掛金が増加したことから、前期末比5億1,213万円増の134億
9,923万円となりました。また、純資産合計は、四半期純利益
を計上した一方、配当により剰余金が減少し、同2億372万円
減の87億9,018万円となりました。この結果、自己資本比率は
64.9%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。



13 Business Report 2015

株主アンケート
集計結果のご報告

第9期株主通信におきまして、第13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873名の株主様（返信率19.3％）
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 68.3%
■ 女性 21.9%
■ 無記入 9.9%

■ ～20代 2.5%
■ 30代 10.5%
■ 40代 16.4%
■ 50代 18.1%
■ 60代 33.1%
■ 70代～ 17.3%
■ 無記入 2.1%

性別

年齢

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

20.5

8.1

8.0

1.9

61.5安定的な配当

38.8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

31.4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」61.5％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」38.8％、
③「積極的な成長戦略」が31.4％という順番となりました。

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。

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

2014年2月末より、株主優待制度を拡充いたしました。

（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、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日に公表した新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、新中期経営計画期間（2016年2月期～
2018年2月期）は配当性向100%水準を
目指してまいります。

　前期につきましては、利益目標を大幅に
超過したことおよび成長事業のための資金
が十分にあることを考慮し、71円（配当性向
99.3%）とさせていただきました。

　当期配当につきましては、54円の配当を
実施する予定です。

前期（2015年2月期）の配当

当期（2016年2月期）の配当予想

Shareholders Information株主関連情報
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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 644,738千円

 従業員数 連結 170名　単体 145名

会社概要 （2015年8月31日現在）

株式分布状況

金融機関
2名
0.04%

その他の法人
41名
0.75%

金融商品取引業者
10名
0.18%

自己名義株式
1名
0.02%

外国法人等
17名
0.31%

個人・その他
5,427名
98.71%

金融機関
27,600株
0.36%

その他の法人
790,000株
10.37%

金融商品取引業者
46,078株
0.60%

自己名義株式
150,235株
1.97%

外国法人等
1,659,579株
21.78%

個人・その他
4,946,508株
64.91%

所有者数別

所有株数別

（2015年8月31日現在）

取締役・監査役・執行役員 （2015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 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 ※

 取締役 杉山　博髙 ※

 取締役 中條　　宰 ※

 監査役 柳瀬　貞朝 ※

 監査役 百合本安彦 ※

 監査役 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 21.56
妹尾　勲 1,068,100 14.01
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 996,000 13.07

リンクアップ株式会社 745,600 9.78
MELLON BANK NON-TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 586, 700 7.69

中村　恭平 520,000 6.82
小杉　誠 290,300 3.80
岡三証券株式会社 34,800 0.45
グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.41
吉田　知広 29,200 0.38

大株主

(注 ) 1. 当社は、自己株式150,235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。
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2015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 7,620,000株

 株主数 5,498名

（2015年8月31日現在）株式の状況

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



〒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。）

▲ 投資家情報ページ

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。

株主メモ


