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1 Business Report 2016

　2017年2月期の連結業績は、売上高40,478百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益585百万円（前年同

期比34.8％減）、経常利益526百万円（前年同期比40.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益103百万

円（前年同期比78.3％減）を見込んでおります。

To Our Shareholdersごあいさつ

取締役 社長執行役員代表取締役会長

次期（2017年2月期）の
業績見通しについて

　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、当期2016年2月期より、

新たな3ヵ年の中期経営計画をスタートさせました。同

計画は、これまでの取組み“筋肉質な企業体質への変革”

によって整備された収益基盤を基礎に、成長に向けて本

格的に舵を切っていこうというものです。

　そのため、成長戦略の要として大胆な投資戦略を盛り

込んでおり、その一環として当期は、人材やシステム開

発等への投資を大きめに見込み、増収減益の計画として

おりました。その結果、当期の連結業績は、前期比で売

上高15.4％増、営業利益2.3％減、経常利益4.4％減、

当期純利益11.0％減となりました。この実績は、計画

を上回る好業績であり、競争力や収益基盤の強化に向け

た様々な仕組みづくりが確実に成果を生み出してきて

いるものと評価しております。これを受け当期の配当金

は、配当方針に基づき、1株当たり75円（前期比4円増

配）とさせていただきました。

　中期経営計画2年目の次期2017年2月期において

も、積極的な投資を継続し、新たなトライステージグ

ループの創造を推し進めてまいります。

　株主の皆様には、引き続き当社の経営にご理解とご支

援をたまわりますようお願い申し上げます。
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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/自己資本比率 （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 1株当たり純資産 （単位：円）（単位：円）ROE （単位：%）
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Financial Highlights

※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3月期）第3四半期より連結決算を開始しております。

財務ハイライト
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特集 ❶ 　マネジメント座談会

妹尾:中期経営計画の初年度である当期2016年2月期は、
増収減益の計画を策定させていただき、同計画比で売上・
利益ともに2桁増と、想定を上回る着地となりました。前期
比で減益の計画としていたのは、人材やシステム開発への
投資を大きめに見ており、これが予定通り販管費増をもた
らし、また、当期の積極的なM&A投資などを背景にのれ
んの償却なども加わったためです。
鈴木:当期において私が管掌したテレビ事業の勢いは、確
実に戻ってきました。新規クライアントの獲得も順調に増
加しました。社員一人ひとりの意識と、組織としての確かな
仕組みの両輪がうまく回り始めた成果だと感じています。
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、お客様に自信を
もってお勧めできるものである、といったプライドを、妹尾
が全社員に徹底的に取り戻させてくれました。また、テレビ
放送枠をより付加価値の高い魅力的な商品としてお客様
に提供していくための様々な仕組みを、前田が中心となっ
て開発・構築してくれました。
前田:当社の主力事業であるテレビ事業について、いわば

後方支援となるメディア部とコールセンター部としての取
組みでは、当期も一定の成果が得られたと思います。中で
も、メディア部においては、テレビ放送枠を的確に評価する
独自の効果指標を新たに創り上げました。これは、実際の
テレビ放送でどれだけ売れたのかをすべての枠について
集計・分析して、各枠の価値を数値化したものです。これを
基に、指標の低いものは価格を下げたり返却したりする交
渉をテレビ局と行うことで、枠仕入を適正化し、より価値の
高い枠を増やすことができます。また、各クライアントの商
品によってテレビ局や時間帯など適した枠が個々に異なり
ますが、この指標を活用することで最適な枠の選定が可能
となります。こうした取組みの結果はもちろん、クライアン
トの売上増、そして当社の利益増へと直結していきます。
メディア部では当期、これらの取組みを実験的に行い、次
期より本格的な運用に入っていくことを計画しています。
濱嵜 :2012年11月にトライステージの子会社となった
メールカスタマーセンター株式会社（以下「MCC社」）は、
トライステージグループのDM事業を担っています。同事
業においても、当期は計画を上回る実績となり、前期比で

中期経営計画の初年度は、計画を上回る業績を上げることができました。

会社経営および業務執行全般
ならびに第１営業部、第２営業部、
営業企画部、経理財務部、

人事総務部および営業管理部 管掌

妹尾 勲
取締役 社長執行役員

メールカスタマーセンター株式会社 
代表取締役社長

濱嵜 勝海
執行役員（非常勤）

鈴木 雄太郎
取締役 上席執行役員

海外事業推進部および
新規事業推進室 管掌

コールセンター部、
事業戦略部

およびメディア部 管掌

前田 充章
取締役 上席執行役員

経営企画部 管掌

緒方 健介
執行役員
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特集 ❶ 　マネジメント座談会

妹尾:当期よりスタートした中期経営計画で、当社は各事業
の成長を促進させるために大胆なM&Aを実施することを
決め、そのために、80億円近い内部留保を活かしながら、そ
れを上回る100億円規模のM&A投資（3年間の合計）を方
針として明確にかかげました。この方針に基づいて、昨年か
ら今年にかけて積極的な投資を行い、特に、海外事業をに
らんだ投資が中心となりました。中期経営計画最終年度の
海外事業の売上高目標は55億円です。現状3千万円の売

上高をここまで引き上げるためには、海外における事業イ
ンフラの整備が必要不可欠です。
緒方:昨年12月から今年4月にかけての投資実績となりま
すが、初めての海外投資案件となったインドネシアの「マー
ディス社」に対する投資（同社株式の26％を取得）、日本の
特産品・名産品を取り扱う小売業を展開する「日本百貨店」
の吸収分割、ソーシャルコマース分野にも乗り出した「見果
てぬ夢社」への投資（転換社債）と、3件の投資案件を実現

3年間で100億円規模のM&A投資を計画する初年度として、
積極的な投資を実行しました。

中期経営計画　Tri’s next vision 2015概要

マーケティングを語る上で、
必ず話題に出て来る偉大な
会社を作りたい！

数値目標

売上高

営業利益（EBITDA）

ROE※

321億円

11億円
6.1％

555億円

24億円
10％

※のれん控除前ROE

第 9期
’15/2

第 12期
’18/2

’18/2までの3年間でM&A等、100億円
規模の投資を実施

100億円規模
売上高

321億円

売上高
555億円

投資戦略

経営ポリシー 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

● ダイレクトマーケティングにおけるテレビ広告のさらなる革新

● テレビと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

3年後
ビジョン

テレビ テレビ事業強化のために30億円

DM DM事業に5億円

海外 ASEAN通販企業の買収
および資本提携等に40億円

WEB WEB広告関連に25億円

10年後
ビジョン

Special Feature　1

も売上高、売上総利益ともに二桁増を果たしました。DM業
界全体の市場が縮小均衡状態にある中での高成長は、元
来当社が有する価格競争力に加え、トライステージグルー
プとしての信頼性に基づく取引拡大、クロスセルの推進に
よる新規顧客の獲得などが相まった結果であると思ってい
ます。
妹尾:当期の反省点として一つあげるとすれば、1年間を通
して安定的な業績を確保することができなかったことで
す。当期の売上は上半期に急拡大し、下半期に失速すると

いう推移を辿りました。これは、特定の大口クライアントに
対して、当社の営業が的確なアドバイスに基づいたメディア
政策をご案内することができず、上半期の出稿が肥大化す
る一方で下半期に息が続かなくなった、というものです。ク
ライアントとのwin-winの関係を構築していく上で、営業
マンの質・量は、まだまだ不十分であると考えています。次
期は、改めてコアであるテレビ事業の管掌を私が担い、あ
るべき営業マンの像に向けて、教育・育成を徹底的に行って
まいります。
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積極的なM&Aによって高まるリスクを回避する充実したガバナンス体制も整えています。

特集 ❶ 　マネジメント座談会

させています。各事業部門の要請に応えながら、通常の事
業会社では成しえないスピードで、可能な限りリスクの少な
い形での投資が実行でき、その結果、経営企画部として十
分に貢献することができたものと自負しております。また、
本年4月には、日本有数の総合商社である「双日」との資本
業務提携契約を締結し、翌5月に双日から当社に対する投資
（当社株式の18.96％）を受けました。これにより得られた
30億円の資金は、今後の海外M&A資金として活用してい
く予定です。
鈴木:「マーディス社」への投資のほか、タイ・マレーシア・イ
ンドネシアにおいて業務提携も行い、当社クライアントが

ASEAN地域でテレビ通販を展開するための海外事業イン
フラが急速に整ってきました。
妹尾:「日本百貨店」については、当社が初めて小売りの機能
（BtoC）を有するに至ったという点で話題性があると思い
ますが、“日本のいいものを海外へ送り出す”ための日本側
の橋頭保と位置づけて、その役割・機能を広げていきたい
と考えています。
鈴木:日本は今、官民挙げて「地方創生」に取り組んでいま
す。この一翼を担っていくべく、「日本百貨店」が持つ、全国
の選りすぐりの商品を集めるパワーを活かし、もう一方で、

ASEANに広がってきたテレビ通販の事業パートナーとの
タイアップにより、世界にどんどん“日本のいいもの”を紹介
していきたいと思います。これからの私の使命は、ASEAN
における地固めであると認識しています。資本提携や業務
提携によって整ってきた事業インフラを活用して、いかに事
業として早期に成り立たせるかに注力していきます。また、
「見果てぬ夢社」との取組みは、私が中心となって進めて
います。同社は、広く国内外にITサービスを提供する中で、
昨年12月に、EMS（電子機器受託生産）分野で世界最大
の企業グループであるフォックスコン・テクノロジー・グルー
プと提携し、PXP SOCIAL E-COMMERCE JAPAN 
COMPANY LIMITEDを設立し、ソーシャルコマース分

野での事業成長を図ろうとしています。当社は、「見果て夢
社」との連携により、PXP社が手掛けるソーシャルコマース
の取組みに参画し、海外へ“日本のいいもの”を送り出して
いく新しい仕組みを作りたいと考えています。
前田:「見果てぬ夢社」と連携して進めているソーシャルコ
マースについては、海外での展開状況をにらみながら、日
本へのローカライズを行い、WEB事業の新たな芽の一つ
に育てていければと考えています。また、“テレビとWEBの
融合”という観点に立った取組みとして、日本最大のコスメ・
美容の総合サイト「@cosme」（アットコスメ）と連携した仕
掛けづくりを行っています。当社としては、「@cosme」が
持っているランキング情報や口コミ情報などのコンテンツ
を美容テレビ通販番組に活かすことで、ECサイトとテレビ
通販番組の両方を利用する多くのお客様に対する訴求効
果を高めようと考えています。一方、「@cosme」もテレビ
からの集客をしていきたいという大きな期待を持っていた
だいており、今後、win-winの関係につながるビジネスモ
デルの構築を目指していきます。
緒方:当社のM&Aの基本的特徴は、関連する事業部とうま
く連携を取りながら進めるというスタイルをとっている点
かと思います。投資を行った先に対しては、関連する事業
部と経営企画部の両方が係わることで管理体制の充実に
加え、早期の投資回収に努めています。たとえば、株式の

26％を取得して関連会社となった「マーディス社」に対して
は、海外事業推進部から取締役1名、経営企画部から監査
役1名を派遣してガバナンスを利かせています。当社は今
後も、オーガニックグロース（既存の経営資源を活用した有
機的成長）とM&Aによる成長の両輪による経営を推し進
めていきますが、その中でも、この中期経営計画の3ヵ年は
積極的なM&Aの継続が重点戦略となります。この中心的
役割を担う経営企画部としては、部員一人ひとりが経験を
積み重ねていくことで、投資実行におけるスピード感と投
資回収の確実性をさらに高めていきたいと考えています。

妹尾:M&Aによって当社には今後、子会社や関連会社が増
えてきます。また、業務提携先も増加していきます。しかも
そうした会社は、国内にとどまらず海外にまで広がっていき
ます。その際に重要なのが、充実したコーポレート・ガバナ
ンス体制です。たとえば当社は、執行役員体制を導入して

経営と執行の分離を行っており、代表取締役会長は経営に
専念しています。また、社外取締役は1名増員して4名の体
制をとり、さらに、監査役3名はすべて社外のお立場の方々
です。当社は今、10年後のトライステージグループの創造
に向けて、様々な新しい取組みにチャレンジしており、その
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新任取締役のご紹介

特集 ❶ 　マネジメント座談会 Special Feature　1

分、当然のようにリスクが高まっています。そういう状況で
すので、社外役員の皆様の厳しいチェックは、非常に有効な
ガバナンスとして利いていると思います。
緒方:NPV（正味現在価値）がゼロ以上かつハードルレート
を超えるIRR（内部収益率）という投資評価指標に加え、シ

ナジー効果も含めた様々な観点から投資判断を行い、確
実に採算がとれる案件にしか投資を行わないというスタン
スが、当社独自の社内基準によって明確に定められていま
す。当社は、組織的にも制度的にもリスク管理体制がしっか
り整備された状況に至っていると言えます。

妹尾:当社は2016年3月に創業10周年を迎えました。我々
は今、過去の成功体験も含めて古いものに囚われることな
く、新しい取り組みを積極的に行うことでイノベーションを
起こし、今までとは違う新しい10年を創っていこうとしてい
ます。そのためにこそ、積極的に人材投資をし、新しい優秀
な人材を取り込んできました。その人たちと従来の社員と
の間で今、当社には多くの化学反応があちこちで起き、新
しいたくさんの芽が生まれています。これからも、全社員が
変化を積極的に取り入れ、見事な化学反応を起こしていっ
てくれることを期待しています。
鈴木:私は新年度から海外事業と新規事業に専念するよう
に、妹尾の命を受けました。その立場から、まずは目先にあ
る中期経営計画の必達を目指し、その先に、日本を含むア
ジアを舞台に事業を展開するワールドワイドな会社への発
展を展望していきたいと思います。
前田:当社の10年後のビジョンを私なりに解釈すると、各社
が実際にマーケティング活動を行っていく上で“なくてはな
らない会社”になる、ということだと思っています。そうなる
ためには、テレビ、WEB、店舗などさまざまなチャネルを連
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取締役 辻　壮
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日本百貨店おかちまち
（東京都台東区）

海外事業の拡大に向け、ASEANにおけ  る各種取り組みが順調に進捗しています

　当社では、ASEANを中心に海外事業を展開しています。今期も積極的にASEAN各地で企業提携を行い、ビジネス拡大を図っ

てきました。今後も順次、海外進出を実施し、海外事業の拡大と、海外におけるダイレクトマーケティング市場の発展に努めます。

ASEAN各地で資本・業務提携を加速

　2016年3月、当社連結子会社である株式会社ト
ライステージリテイリングを承継会社、株式会社コ

ンタン社を分割会社とする吸収分割を行い、“モノ

づくり”と“日本の優れもの”をテーマに日本の特産

品・名産品を取り扱う小売業「日本百貨店」事業を承

継しました。本事業承継により、株式会社トライス

テージリテイリングは「株式会社日本百貨店」へ商

号変更いたしました。

　当社がダイレクトマーケティング支援を通じて

培った経験と実績及び強力な財務基盤を最大限に

活かし、テレビ、ラジオ、ECといった販売チャネルの

拡大、全国各地への「日本百貨店」の新規出店の加

速、さらには当社グループのタイ、インドネシアを始

めとする海外拠点から、ASEANを中心とした海外

展開を進めます。

日本の良いものを海外へ。
日本の特産品・名産品を取扱う小売業「日本百貨店」事業を承継

　2016年4月、当社は、日本有数の総合商社である双日株式会社と、資本業務提携契約を締結しました。同社は特にリテール
事業において、アジアを中心に食品流通事業、商業施設運営事業等を積極的に展開しています。

　当社は特に海外においてはテレビ通販支援のみならず、リテール事業への進出を展望しており、更なる事業拡大に向けて、

同社とのシナジーの創出を期待しています。

双日株式会社と資本業務提携契約を締結
ASEANにおいて通販支援事業・リテール事業を共同展開

Zenith Media Malaysia
と事業開始

2013年9月
マレーシア

Best Buy World Singapore
と共同でWEB通販支援事業を開始

2014年3月
シンガポール

双日が有する総合商社ネットワークや海外事業展開ノ
ウハウ、並びに、トライステージの海外既存および新規
投資事業を相互活用し、両社の海外事業を発展させる

国内店舗展開状況

日本百貨店てらす
（神奈川県横浜市青葉区）

日本百貨店しょくひんかん
（東京都千代田区）

日本百貨店ふるどうぐ
（東京都台東区）

日本百貨店ぷらっとほーむ
（JR池袋駅）

Nippon Department Store
（東京都武蔵野市）

日本百貨店あかれんが
（神奈川県横浜市中区）

4月
オープン

詳細はこちら

日本百貨店ホームページ

http://nippon-dept.jp/

aCommerceと共同で
通販支援事業を開始

2013年12月
タイ

ダイレクトマーケティング
支援事業開始

2012年10月
ベトナム

となりに。日本百貨店
（東京都町田市）

タイ

TV Direct （Malaysia） Sdn. Bhd.と業務提携

マレーシア 2015年5月

タイに引き続き、TV Direct Public Company Limited
のマレーシア法人と業務提携を行う

TV Direct Public Company Limitedと業務提携
2015年3月

タイ最大のTVショッピング事業会社と様々な形で通販支援
を行う

PT ELANG PRIMA RETAILINDOと業務提携

インドネシア 2016年3月

TVショッピングチャンネルの企画・運営を行う同社商品の、
優先的供給に関する合意契約を締結する

PT MERDIS INTERNATIONALと資本提携

インドネシア 2015年12月

TVショッピングチャンネル向け卸売業の同社の株式を
26％取得する

双日株式会社について

創業以来150年以上にわたる歴史を持つ総合商社。グループ企業は国内外
に約400社、世界約50の国と地域で幅広く事業を展開しています。自動車
やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団
地などの各分野でグローバルに多角的な事業を行っています。

可能になること

　双日が取り扱う食品や各種消費財等を当社が国内のテレ

ビ通販枠で販売する他、インドネシアやタイで放送されるテ

レビ通販枠でも販売することが可能になります。

目指すこと

　付加価値の高いIT機能も提供しながら、実店舗・仮想空間

店舗を融合したオムニチャネル化を図ることで、複合的に売り

場を提供・運営する「リテールプラットフォーム事業」への発展

を目指します。
※ オムニチャネル: 実店舗とテレビ、インターネット上の店舗とを連携・融合させた、新た
な商品販売の形態。

両社のシナジーで目指すこと 今後の事業展開

1

双日が有する商業施設運営ノウハウ、および、トライス
テージが有するリアル店舗展開ノウハウを相互活用し、
トライステージまたはその子会社が展開するリアル店
舗の新規出店加速、持続的成長をさせる

2

トライステージが有するテレビショッピング事業、Eコ
マース事業、リアル店舗等の販売網、および、双日が有
する国内外の情報・ネットワークを連携させたオムニ
チャネル（※）事業を推進すること

3

■ 設立
■ 本社所在地
■ 資本金
■ 代表者

2003年4月1日
東京都千代田区内幸町2丁目1-1
160,339百万円
代表取締役社長　佐藤 洋二
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前 期
2015年2月28日

当期
2016年2月29日

（資産の部）

流動資産 11,980,959 8,490,610

固定資産 1,006,142 1,370,662

　有形固定資産 273,146 264,406

　無形固定資産 345,351 331,006

　投資その他の資産 387,644 775,249

資産合計 12,987,102 9,861,272

前 期
2015年2月28日

当期
2016年2月29日

（負債の部）

流動負債 3,594,802 4,169,174

固定負債 398,387 279,484

負債合計 3,993,189 4,448,658

（純資産の部）

株主資本 8,979,306 5,376,658

その他の包括利益累計額 △ 144 △ 272

少数株主持分 12,241 16,848

新株予約権 2,509 19,378

純資産合計 8,993,913 5,412,613

負債純資産合計 12,987,102 9,861,272

（単位：千円）

前 期
2014年3月　1日～
2015年2月28日　

当期
2015年3月　1日～
2016年2月29日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 605,859 718,778

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 61,100 4,358,457

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 160,664 △ 4,351,898

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 384,094 725,222

現金及び
現金同等物の期首残高 1,559,534 1,943,628

現金及び
現金同等物の期末残高 1,943,628 2,668,850

（単位：千円）連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表

前 期
2014年3月　1日～
2015年2月28日　

当期
2015年3月　1日～
2016年2月29日　

売上高 32,185,232 37,131,747

　売上原価 28,992,661 33,555,174

売上総利益 3,192,571 3,576,573

　販売費及び一般管理費 2,273,144 2,678,359

営業利益 919,426 898,213

　営業外収益 20,695 7,305

　営業外費用 8,553 15,093

経常利益 931,567 890,425

　特別利益 6,439 －

　特別損失 1,799 1,587

税金等調整前当期純利益 936,208 888,838

　法人税、住民税及び事業税 298,856 392,280

　法人税等調整額 102,972 17,192

　少数株主損益調整前
　当期純利益 534,379 479,364

　少数株主利益 999 4,606

当期純利益 533,380 474,757

（単位：千円）連結損益計算書

財務状態

総資産は、受取手形及び売掛金、投資有価証券等が増加した一方
で、現金及び預金、有価証券、のれん等が減少したことから、前期
末比31億2,583万円減の98億6,127万円となりました。また、
純資産合計は、自己株式の取得、剰余金の配当等により、同35億
8,129万円減の54億1,261万円となりました。結果、自己資本比
率は54.5%となり、引き続き盤石な財務基盤を維持しております。

Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表
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株主アンケート
集計結果のご報告

第10期第2四半期株主通信におきまして、第16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995名の株主様（返信率18.1％）
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 69.6%
■ 女性 22.4%
■ 無記入 7.9%

■ ～20代 3.1%
■ 30代 9.7%
■ 40代 16.9%
■ 50代 19.1%
■ 60代 32.8%
■ 70代～ 17.3%
■ 無記入 1.1%

性別

年齢

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

22.1

10.5

10.1

2.1

64.9安定的な配当

38.6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

30.7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」64.9％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」38.6％、
③「積極的な成長戦略」が30.7％という順番となりました。

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、本計画期間中は配当性向100%を目
指してまいります。

　次期配当につきましては、引き続き配当性向100％を目
指しており、1株当たり76円を実施する予定です。

　当期につきましては、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75円
の配当とさせていただきました。

当期（2016年2月期）の配当

次期（2017年2月期）の配当予想

株主優待制度

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

Shareholders Information株主関連情報

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、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
して株主優待制度を開始しております。
　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。

■株主優待
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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 644,999千円

 従業員数 連結 176名　単体 157名

会社概要 （2016年2月29日現在）

株式分布状況

金融機関
2名
0.03%

その他の法人
44名
0.77%

金融商品取引業者
15名
0.26%

自己名義株式
1名
0.01%

外国法人等
19名
0.33%

個人・その他
5,619名
98.57%

金融機関
46,700株
0.61%

その他の法人
47,400株
0.62%

自己名義株式
1,839,556株
24.13%

金融商品取引業者
22,743株
0.29%

個人・その他
4,924,422株
64.59%

所有者数別

所有株数別

外国法人等
742,179株
9.73%

（2016年2月29日現在）

取締役・監査役・執行役員 （2016年5月26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 上席執行役員 鈴木雄太郎 

 取締役 上席執行役員 前田　充章

 取締役（非常勤） 加島　敏幸 ※

 取締役（非常勤） 杉山　博髙 ※

 取締役（非常勤） 中條　　宰 ※

 取締役（非常勤） 辻　　　壮 ※

 監査役 柳瀬　貞朝 

 監査役（非常勤） 百合本安彦 ※

 監査役（非常勤） 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 28.41
妹尾　勲 1,068,100 18.46
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 669,600 11.57

中村　恭平 520,000 8.99
小杉　誠 253,000 4.37
日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 43,800 0.75

グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.55
今泉　亜矢 27,700 0.47
CGML PB CLIENT 
ACCOUNT/COLLATERAL 24,000 0.41

J.P. MORGAN CLEARING 
CORP－CLEARING 22,000 0.38

大株主

(注 ) 1. 当社は、自己株式1,839,556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。

（2016年2月29日現在）

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,623,000株

 株主数 5,700名

（2016年2月29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/

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 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。）

【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。

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

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

 株式関係業務におけるマイナンバーの利用

 マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

マイナンバーに関するお知らせ

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関
係のお手続きで必要となります。このため、株主様から株
式をお預けの証券会社などへ、マイナンバーをお届出い
ただく必要がございます。

法定に定められたとおり、税務署へ提出する支払調書に
は、株主様のマイナンバーの記載が必要になります。

主な支払調書
● 配当金に関する支払調書
● 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関
する支払調書

証券会社にて株式をお預けの株主様

株式をお預けの証券会社までお問い合わせください。

証券会社にて株式をお預けでない株主様
フリーダイヤルまでお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 0120-782-031

▼ 当社ホームページ

▲ 投資家情報ページ


