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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として
トライステージは、ダイレクトマーケティング（≒通信販売）を実施する企業に対して、テレビ通販番組枠・CM枠のご提供
に加え、商品に合わせた“売れる”番組制作、効率的なコールセンター受注支援、顧客管理におけるダイレクトメール発
送代行などを実施。通信販売事業の総合的な支援を行っています。今後も、ダイレクトマーケティング支援の第1人者と
して、国内外において他には無い革新的なビジネスモデルを創造し続け、ダイレクトマーケティングの新時代を築いてい
きます。

商品開発 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 顧客管理

通信販売
実施企業

注 文 発送・受取 継 続

通信販売実施に必要なあらゆるサービスをトータルで提供

視 聴

トライステージの強み 私たちは3つの強みでクライアントの通販売上の最大化に貢献します

データに基づく
最適な媒体提供

圧倒的な通販媒体の保有量と蓄積
データの分析に基づき、ターゲット
に合った費用対効果の高い媒体を
提供しています。

データ
ベース

シェア

No.1No.1

ロジックに基づく
映像制作

商品の特性を踏まえ、独自のロジッ
クに基づく効果的な広告表現を提
供しています。

売れる通販番組の8つのポイント

構成

オーダー商品

演出 キャッチ
コピー

注文要素

差別化

商品内容価格

信頼

実証

効率的な受注管理

複数のコールセンターとの提携によ
り、消費者の注文を効率的に受ける
受注管理ノウハウを保有しています。

注 文

C社A社 B社

消 費 者

1 2 3

消費者

コール
センター
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トライステージとは… Who Tri-Stage is



　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、3ヵ年の中期経営計画を

推し進めており、当期2018年2月期はその最終年度と

なります。「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」を目指した成長のための投資は、各事業にお

いて進捗状況に差があるものの、概ね着実に進捗して

おります。

　業績面におきましては、最終年度の目標の達成に向

けてグループ一丸となって取り組んでおりましたが、テ

レビ事業における一部値引き販売の発生、海外事業に

係わる投資損失の計上などにより、誠に遺憾ながら、

経常利益と純利益については損失計上を余儀なくされ

ました。

　テレビ事業における値引き販売の発生につきまして

は、これが要因となって当上期の決算発表が遅延する

こととなり、株主の皆様をはじめすべてのステークホル

ダーに多大なるご迷惑とご心配をおかけしました。深く

反省しお詫び申し上げます。この事態発覚後、専門家を

交えて社内調査を実施した結果、これに類似する取引

は他に存在しないと判断いたしました。今後、再発防止

に向け、内部統制の見直しを行うとともに、社員教育・コ

ンプライアンス体制の強化を図ってまいります。

　当上期は厳しい局面となりましたが、今後も長期的な

視点を重視した経営を推し進め、持続的な成長を図って

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

支援を賜りますようお願い申し上げます。
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To Our Shareholdersごあいさつ

代表取締役会長 取締役 社長執行役員
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　当上期の連結業績は、前年同期比で売上高は22.5％増と

増収ペースを確保しているものの、利益面では、35.6％の営業

減益に加え、四半期純損失194百万円の計上となりました。

　利益面での失速の要因は、第一に、「テレビ事業」で一部のメ

ディア枠について値引き処理を行い、売上総利益率が低下し

たためです。このうち、特定のクライアントとの取引において、

当社従業員が然るべき社内申請をしないまま、成果報酬型取

引を含むテレビ通販のメディア枠提供を行った結果、本来値引

きすべき1億円超の金額の存在が判明いたしました。役職員

一同の反省も新たにし、厳格な再発防止策を講じた上で、今後

も、クライアントとの共存共栄に基礎を置いた独自のビジネス

モデルを、さらに強固なものへと築き上げてまいりたいと思っ

ております。

　利益失速の第二の要因は、タイにある当社の持分法適用関

連会社「TV Direct Company Limited」におけるのれん相

当額の一時償却と投資損失の計上（同社の業績等に対する当

社持分を反映）などで合計6億円超の営業外費用が発生した

ためです。

　このように、利益面では想定外のマイナス要因の発生により

一時的に悪化を余儀なくされていますが、各事業は着実に前

進しておりますので、長期的な視点からの経営に継続して取り

組んでいきたいと考えております。

　主力の「テレビ事業」では、過去の膨大な放送枠実績をデー

タベース化し、それを基礎とした独自のシステム開発によって、

売り物である放送枠の“見える化”を行った結果、提案力が大

幅に増しました。次の課題として“業務効率化”を掲げており、

これを実現させるための、いわば「第二次システム開発」に取り

組んでいます。具体的には、クライアントに対する放送枠振分

けの精緻化です。

　「第一次システム開発」では、クライアントに提案するべき放

送枠（≒仕入れるべき放送枠）が“クライアント毎に“自動的に

振り分けられるシステムとなっていますが、「第二次システム開

発」では、“クライアントの商品ごとに最適な放送枠が振り分け

られるように最適化されますので、これまで手動で行っていた

作業が減り、“業務効率化”が一挙に進むことになります。今期

中には完成する予定ですので、来期からの収益性向上に期待

しています。

取締役社長執行役員 妹尾  勲

長期的な経営視点のもと
各事業の取り組みを
着実に推し進め持続的成長を
目指してまいります。

社長インタビュー

テレビ事業と海外事業で想定外のマイナス要因
が発生し、増収ながら利益悪化を招きました。

当上期の連結業績は、
いかがでしたか。Q1

“業務効率化”を推し進め、より安定した
利益体質へと改善していきます。

「テレビ事業」では、
どのような取り組みが
進んでいますか。

Q2
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　「WEB事業」では、「テレビとWEBのシームレス化による新

サービスの開発」を主な課題として取り組んでいます。その一

環として、抜本的な基盤強化を目指し、2017年3月に株式会

社アドフレックス・コミュニケーションズを子会社化しました。同

社は、ダイレクトマーケティング企業向けのWEB広告支援を

主力事業としています。当社と同じ「ダイレクトマーケティング

支援」という土俵に立ち、得意分野がそれぞれテレビとWEB

で異なるため、クライアント・人材・ノウハウなどあらゆる経営

資源の相互乗り入れによって、今後、大きな相乗効果が期待で

きると思います。

　両社で共同して、“トライステージグループにしかできない新

たなサービス”の創出を実現していきたいと考えています。

　「DM事業」は、確かな安定成長軌道に入っております。CRM
※分野への進出を目指してメールカスタマーセンター株式会社

を子会社化してから約5年、同社は、当社との連携を深める中

で競争力を徐々に高め、営業活動も積極化し、直接取引のクラ

イアントを中心に新規クライアントも着実に増加してきました。

そして、当社グループは、CRM分野への本格参入を目指して、

CRM市場で高い実績と信頼を持つフュージョン株式会社との

業務提携を、2017年5月より開始しました。これにより当社の

「DM事業」は、新たな提案力やクリエイティブ力を手に入れる

こととなり、今後の更なる成長が期待されます。

　「海外事業」は、本中期経営計画における投資の過半を海外

事業に振り向けましたが、それにより、販売のための基盤があ

る程度整ってきました。しかし、既存のヒット商品がライフサイ

クルの終盤を迎える一方で、代替する商品が育たないことで苦

戦を強いられ、当期は目指す売上・利益を稼ぎ出すことができ

ませんでした。しかし、ようやくこの8月頃から日本から輸出し

た商品の販売実績が上がり始めており、来期に向けて楽しみ

な状況が見えてきました。今後は、専任のマーチャンダイザー

を擁し、より推進力をもって商品発掘に当たっていく方針です。

　「通販事業」では、昨年設立した子会社「株式会社日本ヘルス

ケアアドバイザーズ」が、2017年3月に営業を開始、まだテレ

ビを使わず新聞やラジオで慎重に販売している状況です。一

歩一歩着実に準備を重ね、事業本格化へと導いてまいります。

　今後の社会にとって、「ダイレクトマーケティング」はますま

す欠かせないものになっていくでしょう。そうした中で当社グ

ループは、「ダイレクトマーケティングの支援サービス」をもっと

もっと突き詰めていかねばならない、それが使命であると思っ

ています。10年後にはさらに広義な「マーケティング」分野の

リーダーになるという気概をもって、ダイレクトマーケティング

のバリューチェーン全体にわたる包括的なサービスを完成さ

せ、これを展開し、クライアントとの強固なWIN-WINの関係

構築を図ってまいります。

　株主の皆様には、引き続き当社グループへのご理解とご支

援をお願い申し上げます。

Management Interview

WEB広告支援で実績と定評のある会社を
グループに迎え、「テレビとWEBのシームレス化」
に挑戦していきます。

「WEB事業」では、M&Aにより新たな
機能を手に入れましたね。Q3

「DM事業」は順調に収益力を増しており、
「海外事業」は計画の遅れがあるものの
来期に向け収益回復の兆しが見えてきました。

その他の事業の取り組み状況を
教えてください。Q4

ダイレクトマーケティングの支援サービスを、
さらに突き詰めてまいります。

最後に、長期的な展望を
お聞かせください。Q5

※CRM: 「Customer Relationship Management」の略。顧客に係わる
様々な情報を管理・活用し、顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上
を通して、売上・利益の拡大を目指す経営戦略／手法。
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　当社がトライステージグループに加わったのは、約5年前の2012年11月です。
トライステージグループの一員となってからは、当社の仕入先・販売先双方に対する
信頼度、市場における競争優位性などが格段に高まっております。また、トライス
テージとの間で人材交流や同行営業などを続けてきた結果、相互理解が深まり、シ
ナジーを発揮しやすい環境も整ってまいりました。その結果、トライステージのクライ
アントに対する当社の提案により、新たな取引が生まれるケースも増えております。
　こうした好循環によって、代理店を通さない大口の直接顧客が順調に増加し
たことが近年の当社の安定的な業績向上の基礎となっております。また、物流コ
ストが上昇した局面でしたが、クライアントに対する価格改定をスムーズに行う
ことができたことも、収益面に寄与しました。
　近年の収益安定化により、“将来への投資”を徐々に開始しております。第一が
人材投資です。当期は営業マン3名を増員しました。今後も顧客開拓力のある人
材、DMの企画・制作など“DMのバリューチェーン”の上流工程を得意とする人
材など、価値創造型の人材の獲得・育成を進めてまいります。第二がセミナーの
開催です。潜在顧客企業を招き、DMの効果の高さを知っていただく機会をより
多く創出し、新規顧客獲得へつなげております。
　当社は、「ダイレクトメールのリーディングカンパニー」を目指しています。その
ために、第一に「DM発送代行の取り扱い通数 日本一」を目指します。5年前まで
は取り扱い通数が5位前後であった当社が、今では2位・3位辺りまでポジション
アップしてきており、1位は射程内であると確信しています。第二に、「CRM機能
の開発・獲得」を目指します。トライステージは、“ダイレクトマーケティングのバ
リューチェーン”の総合的な支援のために、CRM分野への進出を本格化させよう
としており、当社はその一翼を担っていくことで、ビジネスチャンスをさらに拡大
していきたいと考えております。

株式会社
アドフレックス・コミュニケーションズ

〒105-0013
東京都港区浜松町1-22-5
KDX浜松町センタービル3F

インターネット広告をはじめとする
ダイレクトマーケティング支援事業

メールカスタマーセンター株式会社

〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21F

ダイレクトメール広告の受託業務および
封入発送代行業務

メールカスタマーセンター株式会社株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ

桑畑 治彦
代表取締役社長

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ メールカスタマーセンター株式会社

濱嵜 勝海
代表取締役

グループシナジーを発揮して、ダイレクトメールの
リーディングカンパニーを目指します。

　当社は、2008年に創業以来、ダイレクトマーケティング領域におけるWEB
プロモーションを主力事業とし、本年で10年目を迎えました。
　大手メーカーが、当社の主要な顧客基盤となっております。ブランドの伝統
やストーリーを大切にする大手メーカーのニーズと、企業のバックグラウンドや
商品・ターゲットについて“理解”することに注力する当社の姿勢が、強くマッチ
ングしていることが、その要因であると分析しております。“理解”の深さが提
案力・クリエイティブ力の高さにつながり、競合他社と比べ優位性を創出してい
ると自負しております。
　店舗販売・無店舗販売の違いに関わらず、商品販売においては「なぜ売れた
のか？」「なぜ売れなかったのか？」を常に“考える”ことが非常に大切です。しか
しながら、デジタルの世界ではスピードを重視するあまり、ネット通販企業もそ
れを支援する企業も“考える”ための行動や時間をついつい省きがちになって
います。それに対して当社は、常に「マーケティングコンサルタント」に近い立ち
位置を重視した営業活動を展開しております。
　この度、トライステージグループの一員となったことで、当社の提案の幅をさ
らに広げることができると考えております。もちろん、トライステージと当社が
有する顧客資産を最大限に活かし、双方のクライアントの総合的な深堀りを
図っていく取り組みは、順次着実に推し進めてまいります。
　さらに、私がより大きな可能性を感じるのは、「テレビとWEBの相乗効果」を
活用した複合的な提案です。これは、ダイレクトマーケティング領域におけるテ
レビとWEBそれぞれのリーディングカンパニーが揃うトライステージグループ
ならではのものとなるでしょう。ダイレクトマーケティング市場には、まだまだ大
きな伸びしろがあります。グループ力を最大限に活かしながら、よりクライアン
トを理解し、マーケティング活動を強力に支援する会社を目指してまいります。

テレビとWEBの相乗効果で、ダイレクトマーケティングの
さらなる可能性を追求します。

会社概要会社概要
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特集 ❶ 　グループ会社紹介
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計
画

分析

実
行

　当社がトライステージグループに加わったのは、約5年前の2012年11月です。
トライステージグループの一員となってからは、当社の仕入先・販売先双方に対する
信頼度、市場における競争優位性などが格段に高まっております。また、トライス
テージとの間で人材交流や同行営業などを続けてきた結果、相互理解が深まり、シ
ナジーを発揮しやすい環境も整ってまいりました。その結果、トライステージのクライ
アントに対する当社の提案により、新たな取引が生まれるケースも増えております。
　こうした好循環によって、代理店を通さない大口の直接顧客が順調に増加し
たことが近年の当社の安定的な業績向上の基礎となっております。また、物流コ
ストが上昇した局面でしたが、クライアントに対する価格改定をスムーズに行う
ことができたことも、収益面に寄与しました。
　近年の収益安定化により、“将来への投資”を徐々に開始しております。第一が
人材投資です。当期は営業マン3名を増員しました。今後も顧客開拓力のある人
材、DMの企画・制作など“DMのバリューチェーン”の上流工程を得意とする人
材など、価値創造型の人材の獲得・育成を進めてまいります。第二がセミナーの
開催です。潜在顧客企業を招き、DMの効果の高さを知っていただく機会をより
多く創出し、新規顧客獲得へつなげております。
　当社は、「ダイレクトメールのリーディングカンパニー」を目指しています。その
ために、第一に「DM発送代行の取り扱い通数 日本一」を目指します。5年前まで
は取り扱い通数が5位前後であった当社が、今では2位・3位辺りまでポジション
アップしてきており、1位は射程内であると確信しています。第二に、「CRM機能
の開発・獲得」を目指します。トライステージは、“ダイレクトマーケティングのバ
リューチェーン”の総合的な支援のために、CRM分野への進出を本格化させよう
としており、当社はその一翼を担っていくことで、ビジネスチャンスをさらに拡大
していきたいと考えております。

株式会社
アドフレックス・コミュニケーションズ

〒105-0013
東京都港区浜松町1-22-5
KDX浜松町センタービル3F

インターネット広告をはじめとする
ダイレクトマーケティング支援事業

メールカスタマーセンター株式会社

〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21F

ダイレクトメール広告の受託業務および
封入発送代行業務

メールカスタマーセンター株式会社株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ

桑畑 治彦
代表取締役社長

株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ メールカスタマーセンター株式会社

濱嵜 勝海
代表取締役

グループシナジーを発揮して、ダイレクトメールの
リーディングカンパニーを目指します。

　当社は、2008年に創業以来、ダイレクトマーケティング領域におけるWEB
プロモーションを主力事業とし、本年で10年目を迎えました。
　大手メーカーが、当社の主要な顧客基盤となっております。ブランドの伝統
やストーリーを大切にする大手メーカーのニーズと、企業のバックグラウンドや
商品・ターゲットについて“理解”することに注力する当社の姿勢が、強くマッチ
ングしていることが、その要因であると分析しております。“理解”の深さが提
案力・クリエイティブ力の高さにつながり、競合他社と比べ優位性を創出してい
ると自負しております。
　店舗販売・無店舗販売の違いに関わらず、商品販売においては「なぜ売れた
のか？」「なぜ売れなかったのか？」を常に“考える”ことが非常に大切です。しか
しながら、デジタルの世界ではスピードを重視するあまり、ネット通販企業もそ
れを支援する企業も“考える”ための行動や時間をついつい省きがちになって
います。それに対して当社は、常に「マーケティングコンサルタント」に近い立ち
位置を重視した営業活動を展開しております。
　この度、トライステージグループの一員となったことで、当社の提案の幅をさ
らに広げることができると考えております。もちろん、トライステージと当社が
有する顧客資産を最大限に活かし、双方のクライアントの総合的な深堀りを
図っていく取り組みは、順次着実に推し進めてまいります。
　さらに、私がより大きな可能性を感じるのは、「テレビとWEBの相乗効果」を
活用した複合的な提案です。これは、ダイレクトマーケティング領域におけるテ
レビとWEBそれぞれのリーディングカンパニーが揃うトライステージグループ
ならではのものとなるでしょう。ダイレクトマーケティング市場には、まだまだ大
きな伸びしろがあります。グループ力を最大限に活かしながら、よりクライアン
トを理解し、マーケティング活動を強力に支援する会社を目指してまいります。

テレビとWEBの相乗効果で、ダイレクトマーケティングの
さらなる可能性を追求します。

会社概要会社概要

名称

所在地

事業
内容

名称

所在地

事業
内容

2,165

3,249

事業の特徴 業績推移 CRMのバリューチェーン DM事業業績推移計画・実行・分析・レポート作成を繰返し、
日々施策の改善を行い、クライアントのビジネス成功を目指します。

’15/12
通期

’16/12
通期

’17/2
2Q累計

’18/2
2Q累計
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Special Feature　1
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取締役 上席執行役員
海外事業部および地方創生支援室 管掌 鈴木  雄太郎

海外事業の早期黒字化に向け、
全力を注いでまいります。

トライステージグループの主な海外拠点 海外事業業績推移

（香港支店）
TV Direct Public 
Company Limited
Tri-Stage Merchandising 
(Thailand) Co., Ltd.

タイ
JML Singapore 
Pte. Ltd. 

香港

JML Singapore 
Pte. Ltd.

シンガポール

JML Direct
(M) Sdn. Bhd.

マレーシア

PT. Merdis 
International

インドネシア 連結子会社
持分法適用関連会社
支店

44

（単位：百万円） （単位：百万円）
1,000
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200

400

600

0

△30

△150

△120

△90

△60

’18/2
2Q累計

’17/2
2Q累計

△106

△133

756

（左軸）
（右軸）

売上高
営業利益

　この度は、海外事業から減損損失を計上することとな

り誠に申し訳ございませんでした。海外事業の管掌執行

役員としてこの事実を重く受け止め、早期の業績回復に

向け全力を尽くしてまいります。

　当社の海外事業展開は、5年前にスタートを切りました。

海外事業の本格化に向け、昨年から本年にかけて事業基盤

づくりを精力的に行いました。具体的には、インドネシアとシ

ンガポールにおけるM&A、タイにおける出資と子会社設立

などにより、当社グループの海外拠点は現在、連結子会社4

社、持分法適用関連会社1社となっております。まだ盤石と

までは言えませんが、ASEAN市場を攻略していくための“売

り場”としての基礎がようやく整ってきたと考えております。

　一方、“売り物”（商品）の準備が予定よりも遅れ、これが

海外事業セグメントの業績不振を招く結果となりました。

背景として、当初は売れ筋商品が枯渇しつつある海外子会

社に対して日本の商品を導入していく計画であったのです

が、実際は国ごとに規制や文化の違い、価格設定の難しさ

などがあり、商品の導入が計画通りに進みませんでした。

加えてタイでは、前国王がご逝去された昨年10月以降、業

績が悪化し、TV Direct社の株価下落に繋がりました。

　こういった状況を打開すべく、私は本年4月から住居を

シンガポールに移し、ここを拠点にASEAN各国を東奔西

走し、トライステージの精神やノウハウを海外子会社・関係

会社へ注入し、事業基盤の拡充・強化に努めております。

　“日本の良いモノ”を、トライステージのクリエイティブ力

を注ぎ込んで制作したテレビCMやテレビ番組で消費者

に訴える。そして、商品は、「オムニチャネル型スキーム」に

よってテレビ通販だけでなくEC（ネット通販）や店頭など

様々なチャネル（接点）から購入することができる。このよ

うなビジネスモデルが、シンガポールでようやく芽吹きつ

つあり、いくつかの商品で成功の兆しがでてまいりました。

　今後、シンガポールで成功事例を積み上げ、それを

ASEAN各国へ広げていくことで、ASEAN全域を早期に

成長軌道へと導いていきたいと考えております。当期をそ

のための準備期間と位置づけ、来期からの収益向上を目

指してまいります。

　株主の皆様には、引き続きご理解、ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

特集 ❷ 　海外事業展開の状況 Special Feature　2
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1株当たり純資産※ （単位：円）

919 898

1株当たり当期純利益金額※

第9期
’15/2

第10期
’16/2

32,185
37,131

第9期
’15/2

第10期
’16/2

第9期
’15/2

第10期
’16/2

1,394 1,366

第11期
’17/2

47,302

第11期
’17/2

第11期
’17/2

第9期
’15/2

第10期
’16/2

533
474

第9期
’15/2

第10期
’16/2

12,987

9,861

第9期
’15/2

第10期
’16/2

8,993

5,412

第11期
’17/2 2Q累計

761

第11期
’17/2

16,694

第11期
’17/2

9,127

第9期
’15/2

第10期
’16/2

54.5

第9期
’15/2

第10期
’16/2

17.88 17.24

第9期
’15/2

第10期
’16/2

232.40

第11期
’17/2

27.38

第11期
’17/2

305.91

第12期
2Q累計

△6.68
第12期
2Q累計

275.71
69.1

300.52

第11期
’17/2

53.3

800 20,000

第12期
2Q累計

45.0

553

△72

第12期
2Q累計

27,807

第12期
2Q累計

第12期
2Q累計

第12期
△194

第12期
2Q累計

17,814

第12期
2Q累計

8,250

931 890

2018年2月期の通期連結業績予想につきましては、現在精査中であり、判明次第、公表いたします。

通期の見通し

※当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。1株当たり指標につきましては各期比較しやすいよう、
　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。

Financial Highlights連結財務ハイライト
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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ことを基本方針としております。
　当期につきましては、1株当たり22.5円の配当を実施する予定
です。

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、毎年8月
末現在または2月末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を実施しております。

株主関連情報 Shareholders Information

ご回答いただきました1,856名の株主様（返信率23.4％）
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」62.9％、②「積極的な成長戦略」36.0％、③「収益を重視した
安定的な成長戦略」が35.7％という順番となりました。

株主アンケート
集計結果のご報告

第11期株主通信におきまして、第17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。

年齢

■ 男性 66.5%
■ 女性 22.3%
■ 無記入 11.2%

■ ～20代 2.7%
■ 30代 7.4%
■ 40代 14.8%
■ 50代 17.6%
■ 60代 32.2%
■ 70代～ 24.1%
■ 無記入 1.4%

性別

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

19.2

10.9

10.8

2.6

62.9安定的な配当

36.0積極的な成長戦略

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

35.7収益を重視した
安定的な成長戦略

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）

400株以上
2,000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

2,000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

※1 当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりま
す。上記グラフについては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った数値
を記載しております。

※2 配当予想につきましては、入手可能な情報に基づき一定の前提・仮定を下に算出した通
期業績予想を基礎とし、上記基本方針等を勘案して算定しております。そのため、実際の
配当金については今後の様々な状況の変化により変動する可能性があります。

円22.51 株 当 たり当期（2018年2月期）の配当予想

（単位：円）
30

10

20

0
第12期
（予想）

5.00

17.75 18.75
22.50 22.50

第8期 第9期 第10期 第11期

配当金推移

ご保有の株式数に
応じてクオカードを
贈呈いたします。

株主優待
年 2 回
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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 645,547千円

 従業員数 連結 350名　単体 183名

会社概要 （2017年8月31日現在）

株式分布状況

金融機関
5名
0.04%

その他の法人
62名
0.56%

金融商品取引業者
22名
0.20%

自己名義株式
1名
0.01%

外国法人等
32名
0.29%

個人・その他
11,009名
98.90%

所有者数別

金融機関
146,900株
0.48%

その他の法人
5,969,500株
19.56%

金融商品取引業者
66,099株
0.22%

個人・その他
22,735,849株
74.50%

所有株数別

外国法人等
177,100株
0.58%

自己名義株式
1,421,752株
4.66%

（2017年8月31日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,752,400 21.53

双日株式会社 5,782,400 18.94

妹尾　勲 4,272,400 13.99

中村　恭平 1,440,800 4.72

小杉　誠 460,000 1.50

グローバル・ブレイン株式会社 127,600 0.41

今泉　亜矢 125,600 0.41

小林　光男 100,900 0.33

住友生命保険相互会社（特別勘定） 83,200 0.27

新沼　吾史 70,000 0.22

大株主

(注) 1. 当社は、自己株式1,421,752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。

（2017年8月31日現在）

 発行可能株式総数 96,000,000株

 発行済株式数 30,517,200株

 株主数 11,131名

（2017年8月31日現在）株式の状況

インターネットで「トライステージ IRメール登
録」と検索、または右のQRコードを携帯電話で
読みとっていただき、IRメール登録フォームに
メールアドレスをご登録ください

トライステージの
最新ニュースをメールで
お届けします

IRメール配信登録方法

取締役・監査役・執行役員 （2017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 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） 藤井　幹晴 ※

 監査役（非常勤） 庄村　　裕 ※

 執行役員 緒方　健介 

 執行役員 倉田　育尚 

※社外役員

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
中間配当を行う場合は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。

 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

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

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

▼ 当社ホームページ

▲ 投資家情報ページ

株主メモ


