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取締役CVO

　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2018年2月期を最

終年度とする3か年の中期経営計画を推し進めてまいり

ました。「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融資を積極的に実

行し、概ね着実に進捗させることができました。

　業績面におきましては、連結子会社の増加などを背

景に増収となったものの、利益面では、誠に遺憾ではご

ざいますが大幅な減益となりました。事業別に見ます

と、DM事業が新規顧客の着実な増加などを背景に売

上・利益ともに大幅に伸長しました。その一方で、テレビ

事業では特定の顧客企業に対する売上値引き処理やメ

ディア枠値引き販売などが発生し、また、海外事業は早

期の業績回復に向けた取り組みの途上にあるなど、利

益を圧迫する状況での推移となりました。こうしたこと

から、中期経営計画の最終年度目標に対して、売上高

は到達いたしましたが営業利益が大幅に下回る結果と

なりました。

　こうした業績により、株主の皆様への利益還元につき

ましては、当期は減配となりました。株主の皆様には、心

よりお詫び申し上げる次第でございます。

　2019年2月期より、新たな3か年の中期経営計画を

スタートさせております。前中期経営計画において実施

した投融資によってグループ戦略を次のステージへと

移行させるための基盤が整いました。これからの3か年

で、この基盤を活かした新たな成長と価値の創出に取

り組み、トライステージグループの企業価値の最大化を

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。

この3年で構築した
事業基盤を礎に
新たな成長ステージへ



※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。

営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益 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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　2019年2月期の連結業績は、売上高54,786百万円（前期比1.8％減）、営業利益830百万円（前期比
19.6％減）、経常利益792百万円（前期比12.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益394百万円（前期比
2.3％増）を見込んでおります。

次期（2019年2月期）の
業績見通しについて



新体制について
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New Management System

倉田　育尚
執行役員

第１営業部、第２営業部、
営業企画部

および関西支店 管掌

前田　充章
取締役 上席執行役員

コンタクトセンター部、
データマーケティング推進室、

メディア部および情報システム室 管掌

緒方　健介
執行役員

事業開発部 管掌

妹尾　勲
取締役CVO

会社経営および業務執行全般

丸田　昭雄
代表取締役CEO

会社経営および業務執行全般
ならびに内部監査室 管掌

辻　壮
取締役COO

会社経営および業務執行全般
ならびに海外事業部、経営企画部、
経理財務部、人事総務部、法務部

および営業管理室 管掌

前列左より

後列左より

　当社グループでは、常勤取締役および執行役員の間
でこれまで以上に情報を詳細に共有し、意思決定の迅
速性を確保しつつ建設的な議論を深めることにより、業
務執行の推進力の強化を図ることを目的として、経営体
制等の見直しを行いました。
　見直しの内容として、まず、執行役員会の位置づけ
を、従来の「報告・協議機関」から、2018年3月1日より

「決議機関」へと変更しました。週1回の開催を定例と
し、必要に応じて臨時開催も行います。
　次に、取締役の役位についても変更を加えました。従
来の会長、社長を廃止し、2018年5月25日の定時株主
総会開催日に、CVO（Chief Visionary Officer:最高
事業計画責任者）、CEO（Chief Executive Officer:最

高経営責任者）、COO（Chief Operating Officer:最
高執行責任者）を設置しました。また、常勤取締役全員
を執行役員とすることにより、業務執行の推進力の強化
を図ります。
　また、当社の執行に係る会議体は、業務執行の推進
力強化の観点から、執行役員および当社全部門長が出
席する経営会議、執行役員および全子会社社長あるい
は取締役が出席する執行役員会1部、そして、上記二つ
の会議での議論を踏まえて、執行役員にて議論し、決議
する執行役員会2部を同日に開催する、計3層構造とい
たしました。
　この新体制のスタートを受け、P4～P6に、執行役員6
名によるマネジメント座談会を掲載させていただきます。

業務執行の推進力強化を図るべく、新体制を始動しました。
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妹尾: トライステージグループは、2018年2月期までの
3か年で前中期計画の取り組みを終えました。M&Aの効

果もあり、売上高は順
調に推移し最終年度
目標を達成すること
ができましたが、残念
ながら収益性に課題
を残す結果となりまし
た。ただ、次のステー
ジに向けた事業基盤
は、整ってきたものと
評価しています。

前田 : 前中計におい
ては、まず主力の「テレビ事業」において、過去の膨大な放
送枠実績をデータベース化し、各放送枠の効果の“見える
化”を行いました。これを基礎に、クライアントの商品ごと
に最適な放送枠の振分けが自動的に行うことができるシ
ステムを開発しました。これによって、非常に確度の高い
提案が可能となり、顧客満足度向上につながると同時に、
当社においても仕入の最適化や業務効率の向上などの
効果が生まれました。また、「テレビとWEBのシームレス
化」に取り組む中で、ロックオン社との協業により、テレビ
放送がWEBの購買に貢献した影響割合の可視化に成功
し、新サービス「TVエビス」の開始につなげることができ
ました。

緒方 : 私は「事業開発部」を管掌する執行役員として、
将来のトライステージグループの目指す姿を見据えな
がら、積極的な投融資先の調査・探索・実行に当たって
きました。その結果、海外事業では、通販関連企業3社
のM&Aに成功し、インドネシア、シンガポール、香港、マ
レーシア、タイでの拠点を獲得、東南アジアを面で捉え

ることができる基盤を構築することができました。一方、
国内でも、日本のいいモノを集めるバイヤー機能に優れた

「日本百貨店」、これまでグループに内在していなかった
WEB広告会社「アドフレックス・コミュニケーションズ」な
どのM&Aにも成功しました。この3年間で、狙っていた
機能のグループ内在化をほぼ果たすことができたものと
考えています。

丸田: 我 ト々ライステージもそうですが、すべてのグルー
プ会社は、既に完成された会社では決してなく、発展途
上の会社ばかりです。よって、それぞれの会社はそれぞれ
のサービスの質を高め、もっともっと強くならなければな
りません。そのうえで、これからの3年間で各社が融合し
補完し合うことでグループ全体として大きな成果を生み
出していけるようなフェーズへと移行していきたいと思い
ます。今回の新体制により、この早期実現を目指していき
ます。

辻: 新体制において、私は経営会議および執行役員会の
議長を務めています。これまで10数社の取締役を務め、会
社再生にも携わるな
ど多様な経験を活か
して、今後のトライ
ステージグループの
成長・発展に貢献し
ていきたいと思いま
す。そのための基礎
として私は、グルー
プ経営基盤の整備・
強化が不可欠であ
ると考えています。
すなわち、マネジメン

Management Discussionマネジメント座談会

前中計の成果を新中計へとつなげる

新中計で取り組んでいくこと



マネジメント座談会
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ト力を高めること、そ
して事業成長を実現
していくこと、この2つ
を徹底して追求して
まいります。

丸田 : グループ会社
が増えた分だけ企業
文化に多様性が生ま
れ、それが当社グルー
プ の 強 み の 源 泉と
なっていくものと確信

していますが、同時にグループ各社のガバナンスを上場
会社の子会社としてふさわしいレベルにまで押し上げるこ
とも不可欠な取り組みとなります。私はCEOとして今後、
現場の状況把握を徹底的に行い、現場を応援しながらガ
バナンスの再構築を図っていきたいと考えています。

倉田: 2018年3月1日から国内の全営業部門と営業企
画部を管掌する執行役員として活動しています。最も重
点的に取り組んでいくべきテーマは「営業力の強化」であ
ると考えています。具体的には、ダイレクトマーケティング
のバリューチェーン全体を俯瞰しながら提案・管理できる
能力を、全営業員に身に着けさせることです。現在の当社
サービスがアクイジション（新規顧客獲得）領域を中心と
していることもあり、営業員の多くは足元（放送枠の提供
や番組制作などの業務）だけを見て、リテンション（既存
顧客の維持・囲い込み）領域の業務にまで目が行き届か
ない傾向にあります。全体を見渡した提案・管理ができれ
ば、クライアントの顕在的および潜在的なニーズを的確
に捉え、満足度向上にもつながっていくはずです。また、
新たに見えてきたクライアントのニーズについては、あら
ゆる施策の確度向上のためにも、執行役員会などを通じ
て社内にフィードバックし、適宜全社共有化を図りたいと
思っています。

妹尾: リテンション領域については、特にクライアントの
LTV（顧客生涯価値）向上に向けた施策展開の部分で、私
自ら積極的に係わり、営業部員がやり易い方法を開拓し
ていきたいと思っています。

前田: 新中計では「ダイレクトマーケティングからダイレク
トデータマーケティングへ」というグループビジョンを掲
げています。この背景には環境変化があります。テレビ通
販が始まって40年以上が経過する中、近年、アクイジショ
ンにかかるコストが上昇しており、多くのクライアントが
リテンションに力を入れるようになってきました。また、テ
レビだけでなくWEBやリアル店舗を含めたオムニチャネ
ル対応が重要度を増しています。こうした新たな事業環
境のもとで総合的なダイレクトマーケティング支援を行っ
ていくために、当社
グループは、カスタ
マーデータを活用し
たマーケティング技
術の進化にチャレン
ジしていきます。そ
のためには、営業部
門と密接に連携し、
クライアントの声を
反映していくことが
不可欠であると考え
ています。

辻: 私はCOOとして全社的な視点で業務執行に携わる
だけでなく、海外事業部も管掌していきます。商社での経
験を活かしながら国内外と連携をとり、本業の強化を図
るとともに、次の成長のきっかけを作りたいと考えていま
す。海外では、広告を取り巻く環境変化は著しく、インター
ネット広告がテレビ広告を逆転する国も出てきています。
そのような環境変化に対し常に危機感を持ちながら、ク
ライアントにとって何が受け入れやすいのか、最適なのか
を常に考え抜く必要があります。海外では、よりモバイル
ファーストになっているため、日本に先駆けてオムニチャ



Management Discussion
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ネル対応を推進した
いと考えています。ま
た、海 外でもカスタ
マーデータの活用を
構想しており、プラッ
トフォームの構築に
向けた準備を進めて
いきたいと考えてい
ます。

緒方 : 私は引き続き
「 事 業 開 発 部 」管 掌

として、グループ各社の経営の方向づけをしっかりと行っ
ていきたいと思います。特に注力すべきは、リアルとネット
の融合という大きな潮流に対応して子会社の機能を融合
させ、この流れに適したグループ力を創出していくことだ
と認識しています。

丸田: CEOとしての私の最大の使命は、グループ全ての
役員・社員が活躍できる場づくりであると考えています。
そのためにも、創業精神と言える「WIN-WIN」のマインド
セットを改めてグループ全体に徹底させ、常にマーケット
イン発想の事業運営に徹してまいります。

辻: 私は、強い会社を作る最善の方法は、“当たり前のこ
とを愚直にやり続けること”だと確信しています。そのため
に必要なのは当事者意識と責任感であり、それができる
人材を育成していくことが、COOとしての私の最大の責
務であると考えております。

前田: 日本でも2020年にはインターネット広告がテレビ
広告を金額で上回ることが予想されています。そう遠く
ない将来に、放送枠の提供がコアコンピタンスではなく
なる時代が必ず到来します。そうした危機意識をしっかり
と持って、次の成長基盤づくりを行ってまいります。

倉田: 事業環境がどんなに変化したとしても、クライアント
ニーズの把握、課題解決が最も重要であることに変わりは
ありません。営業部門は、常にクライアントのことを最もよ
く知る存在であり続
け、それによってグ
ループの重要な経
営判断に不可欠な
情報源の役割をしっ
かりと果たしていけ
る部隊づくりに注力
してまいります。

緒方: グループ傘下
の子会社7社は、新
中計の3年間で「個
の力を開花させ、機
能を融合させ、グループ全体でシナジーを発揮させる」こ
とを目指したいと思います。それが、トライステージグルー
プの企業価値、ひいては株主価値の最大化につながるも
のと確信いたします。

妹尾 : 前中計スタート時に私は10年の長期ビジョンを
当社経営陣に示し、自社のあるべき姿を「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」と位置づけまし
た。新中計の取り組みによって、その実現に一歩ずつ近
づいていきたい、そのためにも、執行役員の活動をしっか
りサポートしていきたいと考えております。株主の皆様に
は、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

未来に向けた思い、使命感、展望



トライステージの事業

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。

注 文 発送・受取 継 続

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

通信販売実施に必要なあらゆるサービスをトータルで支援

視 聴

消 費 者

　トライステージグループは、前
中期経営計画（2016年2月期～
2018年2月期）における積極的
な投融資の実行により、次の成長
ステージに求められる専門性を
有した国内外の企業をグループ
に加え、現在、右図のような企業
集団となっています。事業構成に
ついても、ダイレクトマーケティン
グ支援事業を中心とするB to B
ビジネスに加え、自らが通販や小
売りを営むB to Cビジネスへと
拡がっています。

トライステージ

外
注
先・仕
入
先

顧
客
企
業

消
費
者

Group

その他の事業 通販事業

ダイレクトマーケティング支援事業

DM事業

B to C

海外事業

B to B

トライステージグループの事業系統図

※持分法適用関連会社

※

トライステージのこれから

本年度より新たな中期経営計画がスタートします

デジタルメディア、ソーシャルメディ
ア、EC、スマートフォン等の普及によ
る消費者の価値観、購買行動の変
化、マーケティングにおけるカスタ
マーデータ活用などテクノロジーの
進化によりダイレクトマーケティング
の在り方が大きく変化している。

消費者の価値観、購買行動の変化
により、ダイレクトマーケティング
における新規顧客獲得の難易度
が上昇。企業はよりLTVを重視し
た戦略に転換する傾向が強くなっ
ている。

おもに直近で進出した海外市
場において、通販におけるEC
比率の拡大と依然として店舗
の存在感が高いため、テレビだ
けでなくEC・店舗も含めたオム
ニチャネル対応が必要となって
いる。

デジタル化による
ダイレクトマーケティングの変化

顧客生涯価値（LTV）の
重要性の高まり オムニチャネル対応の必要性

トライステージ
グループを
取り巻く
環境の変化

　LTVの重要性の高まり、カスタマーデータを
活用したマーケティングテクノロジーの進化、
オムニチャネルへの対応として、経営資源とカ
スタマーデータを最大限に活用した新たな基
盤構築にチャレンジ。これにより、クライアント
の新規顧客獲得とLTV向上の強力なバック
アップを目指します。

ダイレクトデータマーケティング戦略概要

新中期経営計画の概要（2019年2月期～2021年2月期）

ダイレクトマーケティングからダイレクトデータマーケティングへグループビジョン

’18/2期 ’19/2期 ’20/2期 ’21/2期

新中期経営計画期間

3年後経営目標

連結売上高 600億円 連結営業利益率 4.5％
事業別売上高および利益について

大きな成長はないものの安定収益事業とし、収益性改善を図る

成長事業とし、売上高の増加による増益を図る

ダイレクトデータマーケティングで通販企業を総合的にサポート

新規顧客獲得 顧客生涯価値向上

通販番組

データベース
分析

アウト
バウンド
コール

ダイレクト
メール

広告施策

売上高（百万円）
営業利益率（%）

55,776 54,786
60,000

1.9 1.5

4.5

各事業の戦略については に記載しています。～P9 P11

テレビ事業 DM事業

海外事業WEB事業 通販事業 その他事業

コール
センター

WEB広告

トライステージとは…
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’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

海外事業

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

DM事業
17,144

272
21721711,535

61

16,666

テレビ通販を総合的に支援

当社は2006年3月3日、「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」の社是を掲げ、通販支援会社としてスタートしまし
た。広告代理店出身の創業者により、設立当初からテレビ通販に適し
た番組枠・CM枠などの大量仕入れを行い、事業拡大に成功。2008年
8月に東証マザーズへ上場しました。

当社は、2012年11月にメールカスタマーセンター株式会社（以下、
MCC社）を子会社化し、DM事業に参入いたしました。
ダイレクトマーケティングでは、商品購入後の顧客との接点が、3つあ
ると言われています。電話（アウトバンド）、電子メール、ダイレクトメー
ルです。中でも近年、アナログでありながらも確実に手元に残り開封率
が高いダイレクトメールが見直されています。

PCやスマートフォンの普及によって、インターネット通販が急伸してい
ます。また、テレビ通販を見た消費者がインターネット検索して、ECサイ
トで注文する、といった流れも増えています。こういった環境の変化に
対応するべく、2017年3月に、ダイレクトマーケティング（≒通信販売）
に特化したインターネット広告代理店である株式会社アドフレックス・コ
ミュニケーションズ（以下、アドフレックス社）を子会社化いたしました。

当社はクライアントのニーズに応じて、通販事業に必要な9つのバリューチェーンのすべて
または一部の活動をサポートし、クライアントの通販事業を総合的に支援しています。中で
も、「媒体提供、番組制作、受注支援」による新規顧客獲得支援を得意分野としています。
今後は、新規顧客の獲得だけでなく、一度商品を購入していただいた顧客に継続して購
入していただくための施策を提供する、顧客生涯価値向上支援に注力してまいります。

18/2月期は、一部クライアントのメディア枠の値引き処理や成果報酬型の取引を行うク
ライアントの通販売上効率の悪化により、メディア枠の値引き販売をすることとなり、売
上高の減少に繋がりました。こうした反省を踏まえ、19/2月期は、仕入れ量の調整、成果
報酬型取引の条件変更の交渉を進め、値引き幅の変動抑制に努めてまいります。
18/2月期に続き、19/2月期についても売上高は減少する見通しですが、前述の対応
および業務効率化等によって利益率の改善を図り、翌期以降の業績向上を図ってまい
ります。

テレビ事業の特徴は、「トータルソリューションサービス」。

インターネット広告は大手広告代理店による寡占化が進みつつも、未だ群雄割拠。アドフ
レックス社はその中で独自路線で生き残ってきました。それは、クライアントの企業ブラン
ドや商品を徹底的に分析し、理解すること。これにより、日本を代表する大手クライアント
からも信頼を得ています。

18/2月期は、アドフレックス社を子会社として取り込んだこともあり、WEB事業の売上
高が大幅増加いたしました。
18/2月期は子会社化した時期の関係で11ヶ月分の損益を取込みましたが、19/2月期
は通期で寄与することになるため、さらに増加する見込みです。
今後、同社では、テレビとWEBの営業による相互提案、クライアント分散による売上の安
定化などに取り組んでいく予定です。また、これを実現するための人員強化も積極的に
実施していきます。

最大の強みは、顧客理解。

テレビ事業の売上高は減少、粗利率改善に注力

ダイレクトマーケティングに特化したインターネット
広告代理店を子会社化

18/2月期のWEB事業売上高は大幅増加

ダイレクトメール発送代行が順調に拡大

18/2月期は、新規クライアントを順調に獲得できたことに加え、送料値上げ分をクライ
アントへ価格転嫁できたことで前期比増収増益となりました。
しかし、19/2期は、さらなる送料値上げや、総量規制が見込まれております。こうした厳
しい環境を踏まえ、当該事業については減収減益を計画しています。

DM事業を担うMCC社は、約700社のクライアントを取り纏め、「ゆうメール」や「クロネ
コDM便」の発送代行を行うことを主力事業としています。業界トップクラスのDM取扱
量によって大口割引を受けることができ、高い価格競争力を強みとしています。
今後の持続的な成長を図るためにも、引き続き、ダイレクトメールの制作やデータ加工、
印刷などといった川上領域のビジネスへ事業範囲の拡大に取り組み、DMトータルサー
ビスの実現を目指してまいります。

DMバリューチェーンの拡大に注力

18/2月期は増収増益

ASEANにおけるダイレクトマーケティング市場は、経済の発展と相
まって急成長を遂げています。当社は、当期までにASEANでの有力な
通販プレイヤーの子会社化・業務提携によって、ASEANにて事業展開
していくための拠点を確保することができました。

成長著しいASEANでの通販拠点を確保

インドネシア PT. Merdis Internationalに出資

タイ TV Direct Public Company Limitedに出資

シンガポール JML Singapore Pte. Ltd.子会社化

シンガポール PT. Merdis International子会社化

海外事業の沿革
2016年 2月

2016年 7月

2016年 9月

2016年 12月

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

JML Direct
(M) Sdn. Bhd.

PT. Merdis 
International（見込み）（予測）（予測）

※出典: 富士経済「通販eコマースビジネスの実態と今後2018」

ダイレクトマーケティング市場規模

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（兆円）

タイ
JML Singapore 
Pte. Ltd.（香港支店） 

香港

JML Singapore 
Pte. Ltd.

シンガポール

マレーシア

インドネシア

その他
EC
テレビ通販
カタログ通販

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

トライステージ
アドフレックス社

2,735

182 0110

4.5 4.9
5.3 5.8

6.3 6.8
7.7 8.1

8.6 9.1
9.7
10.210.70.1

8.8

3,400

WEB事業ダイレクトマーケティング
支援事業

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

32,68433,764
30,594

テレビ事業ダイレクトマーケティング
支援事業

トライステージグループの主な海外拠点

業績推移（単位：百万円） 業績推移（単位：百万円）

業績推移（単位：百万円）

売上高
セグメント利益

業績推移（単位：百万円）
売上高
セグメント利益

1,755

668

1,769

△259

△154△154

△295

0.5
1.2

連結子会社
持分法適用関連会社
支店

顧
客
分
析

仮
説
構
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ク
リ
エ
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テ
ィ
ブ

D
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制
作

印
刷

不
着
防
止

発
送

開
封
促
進

効
果
検
証

現状得意分野川上領域へ！

DMバリューチェーン

2,553

18/2月期は、子会社の増加に伴い海外事業の売上高が大幅に増加しました。
しかしながら、現地での売上を牽引してきた主力商品が陳腐化するなか、代替商品で補
完し切れていない状況にあります。また、現地規制等の壁もあり、日本商品の卸も計画通
りに進まなかったことから、利益は想定を下回りました。
現地消費者のニーズをつかみ、新たな商品を投入していく必要があると考えています。
特にJML Singapore社においては、想定を大きく下回ったため、テコ入れを図るべく、担
当役員が現地に駐在し、固定費の削減を行いました。19/2月期も引き続きコスト削減に
取り組むとともに、マーチャンダイジング機能を強化し、日本や韓国の商品卸を進め、早
期の黒字化に向けて注力してまいります。

海外事業は早期の黒字化に向けて注力

各事業のご紹介
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定化などに取り組んでいく予定です。また、これを実現するための人員強化も積極的に
実施していきます。

最大の強みは、顧客理解。

テレビ事業の売上高は減少、粗利率改善に注力

ダイレクトマーケティングに特化したインターネット
広告代理店を子会社化

18/2月期のWEB事業売上高は大幅増加

ダイレクトメール発送代行が順調に拡大

18/2月期は、新規クライアントを順調に獲得できたことに加え、送料値上げ分をクライ
アントへ価格転嫁できたことで前期比増収増益となりました。
しかし、19/2期は、さらなる送料値上げや、総量規制が見込まれております。こうした厳
しい環境を踏まえ、当該事業については減収減益を計画しています。

DM事業を担うMCC社は、約700社のクライアントを取り纏め、「ゆうメール」や「クロネ
コDM便」の発送代行を行うことを主力事業としています。業界トップクラスのDM取扱
量によって大口割引を受けることができ、高い価格競争力を強みとしています。
今後の持続的な成長を図るためにも、引き続き、ダイレクトメールの制作やデータ加工、
印刷などといった川上領域のビジネスへ事業範囲の拡大に取り組み、DMトータルサー
ビスの実現を目指してまいります。

DMバリューチェーンの拡大に注力

18/2月期は増収増益

ASEANにおけるダイレクトマーケティング市場は、経済の発展と相
まって急成長を遂げています。当社は、当期までにASEANでの有力な
通販プレイヤーの子会社化・業務提携によって、ASEANにて事業展開
していくための拠点を確保することができました。

成長著しいASEANでの通販拠点を確保

インドネシア PT. Merdis Internationalに出資

タイ TV Direct Public Company Limitedに出資

シンガポール JML Singapore Pte. Ltd.子会社化

シンガポール PT. Merdis International子会社化

海外事業の沿革
2016年 2月

2016年 7月

2016年 9月

2016年 12月

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

JML Direct
(M) Sdn. Bhd.

PT. Merdis 
International（見込み）（予測）（予測）

※出典: 富士経済「通販eコマースビジネスの実態と今後2018」

ダイレクトマーケティング市場規模

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（兆円）

タイ
JML Singapore 
Pte. Ltd.（香港支店） 

香港

JML Singapore 
Pte. Ltd.

シンガポール

マレーシア

インドネシア

その他
EC
テレビ通販
カタログ通販

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

トライステージ
アドフレックス社

2,735

182 0110

4.5 4.9
5.3 5.8

6.3 6.8
7.7 8.1

8.6 9.1
9.7
10.210.70.1

8.8

3,400

WEB事業ダイレクトマーケティング
支援事業

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

32,68433,764
30,594

テレビ事業ダイレクトマーケティング
支援事業

トライステージグループの主な海外拠点

業績推移（単位：百万円） 業績推移（単位：百万円）

業績推移（単位：百万円）

売上高
セグメント利益

業績推移（単位：百万円）
売上高
セグメント利益

1,755

668

1,769

△259

△154△154

△295

0.5
1.2

連結子会社
持分法適用関連会社
支店
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発
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果
検
証

現状得意分野川上領域へ！

DMバリューチェーン

2,553

18/2月期は、子会社の増加に伴い海外事業の売上高が大幅に増加しました。
しかしながら、現地での売上を牽引してきた主力商品が陳腐化するなか、代替商品で補
完し切れていない状況にあります。また、現地規制等の壁もあり、日本商品の卸も計画通
りに進まなかったことから、利益は想定を下回りました。
現地消費者のニーズをつかみ、新たな商品を投入していく必要があると考えています。
特にJML Singapore社においては、想定を大きく下回ったため、テコ入れを図るべく、担
当役員が現地に駐在し、固定費の削減を行いました。19/2月期も引き続きコスト削減に
取り組むとともに、マーチャンダイジング機能を強化し、日本や韓国の商品卸を進め、早
期の黒字化に向けて注力してまいります。

海外事業は早期の黒字化に向けて注力

Business Overview
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八味地黄丸エキス錠
桂枝茯苓丸エキス錠
当帰芍薬散エキス錠
加味逍遙散エキス錠　他

一般用漢方製剤の通信販売を開始

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズは2017年3月に設立、準備
期間を経て翌2018年3月から通販事業を開始いたしました。
同社では、日本製にこだわった質の高い漢方薬を、薬剤師が電話で丁
寧にカウンセリングしながら販売しています。頻尿や更年期の諸症状
など、面と向かって相談しにくいお悩みに対して、「電話ならではの相談
しやすさ」を活かしたカウンセリングを行っています。

通販事業は、先行投資事業として位置づけております。20/2月期の黒字化を目指し、
事業規模を拡大しながら顧客データベース構築と通販事業のノウハウ蓄積を行ってお
ります。
19/2月期は、現在販売している商品の販促に注力するとともに新商品を投入し、収益の
柱となる商品を確立してまいります。また、万全な受注体制を構築して受注率を向上させ
るとともに、最適なCRM施策を通じて顧客定着率を向上させることに取り組んでまいり
ます。

2020年度の黒字化に向け先行投資を継続

’18/2 ’19/2
（見通し）

売上高
広告宣伝費
営業利益

通販事業

’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

1,390
1,222

1,677

その他の事業（日本百貨店）

モバイルサイトのご案内
商品は携帯電話からも
購入していただけます。

日本百貨店は、“モノづくり”と“日本のスグレモノ”をテーマに、2010
年12月に東京・上野御徒町にオープン。2016年3月 トライステージグ
ループへ参画、現在は国内で7店舗を展開。日本のスグレモノを1点1
点目利きによって仕入れながら、より広いマーケットに広める一助にな
るべく、事業を拡大しています。

日本百貨店では、店舗を生産者や職人、自治体と使い手の“出会いの場”として店舗内で
の実演販売・体験・ワークショップなども適時実施しています。 和小物のワークショップ、
日本酒、日本茶の試飲販売会、ポップアップショップなど、足を運ぶたびに様々な体験が
できるのも、魅力のひとつです。

店舗での体験も魅力のひとつ

日本の生産者や職人を応援する日本百貨店

店舗の収益性向上と卸売り強化

日本百貨店おかちまち（東京都台東区）
日本百貨店てらす（神奈川県横浜市青葉区）
日本百貨店あかれんが（神奈川県横浜市中区）

日本百貨店とうきょう（東京都千代田区）
日本百貨店しょくひんかん（東京都千代田区）
となりに。日本百貨店（東京都町田市）
Nippon Department Store（東京都武蔵野市）

業績推移（単位：百万円）

業績推移（単位：百万円）
売上高
セグメント利益

22

38

4

65

△134 △237

680

△496
△283

18/2月期は、沖縄のリウボウ百貨店、香港K-11などへの卸売り事業が好調に推移した
こと、不定期で各地で開催する催事（期間限定の店舗出店）などが功を奏し、売上・利益
ともに前期比を上回りました。19/2月期は、新規出店1店舗および各店舗での収益性向
上、卸売り強化によって更なる売上・利益の向上を目指しております。

日本百貨店　店舗一覧

取扱い商品

各事業のご紹介 Business Overview

11 Business Report 2018
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当帰芍薬散エキス錠
加味逍遙散エキス錠　他

一般用漢方製剤の通信販売を開始

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズは2017年3月に設立、準備
期間を経て翌2018年3月から通販事業を開始いたしました。
同社では、日本製にこだわった質の高い漢方薬を、薬剤師が電話で丁
寧にカウンセリングしながら販売しています。頻尿や更年期の諸症状
など、面と向かって相談しにくいお悩みに対して、「電話ならではの相談
しやすさ」を活かしたカウンセリングを行っています。

通販事業は、先行投資事業として位置づけております。20/2月期の黒字化を目指し、
事業規模を拡大しながら顧客データベース構築と通販事業のノウハウ蓄積を行ってお
ります。
19/2月期は、現在販売している商品の販促に注力するとともに新商品を投入し、収益の
柱となる商品を確立してまいります。また、万全な受注体制を構築して受注率を向上させ
るとともに、最適なCRM施策を通じて顧客定着率を向上させることに取り組んでまいり
ます。
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営業利益
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’17/2 ’18/2 ’19/2
（見通し）

1,390
1,222

1,677

その他の事業（日本百貨店）

モバイルサイトのご案内
商品は携帯電話からも
購入していただけます。

日本百貨店は、“モノづくり”と“日本のスグレモノ”をテーマに、2010
年12月に東京・上野御徒町にオープン。2016年3月 トライステージグ
ループへ参画、現在は国内で7店舗を展開。日本のスグレモノを1点1
点目利きによって仕入れながら、より広いマーケットに広める一助にな
るべく、事業を拡大しています。

日本百貨店では、店舗を生産者や職人、自治体と使い手の“出会いの場”として店舗内で
の実演販売・体験・ワークショップなども適時実施しています。 和小物のワークショップ、
日本酒、日本茶の試飲販売会、ポップアップショップなど、足を運ぶたびに様々な体験が
できるのも、魅力のひとつです。

店舗での体験も魅力のひとつ

日本の生産者や職人を応援する日本百貨店

店舗の収益性向上と卸売り強化

日本百貨店おかちまち（東京都台東区）
日本百貨店てらす（神奈川県横浜市青葉区）
日本百貨店あかれんが（神奈川県横浜市中区）

日本百貨店とうきょう（東京都千代田区）
日本百貨店しょくひんかん（東京都千代田区）
となりに。日本百貨店（東京都町田市）
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業績推移（単位：百万円）

業績推移（単位：百万円）
売上高
セグメント利益
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38
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△134 △237
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△496
△283

18/2月期は、沖縄のリウボウ百貨店、香港K-11などへの卸売り事業が好調に推移した
こと、不定期で各地で開催する催事（期間限定の店舗出店）などが功を奏し、売上・利益
ともに前期比を上回りました。19/2月期は、新規出店1店舗および各店舗での収益性向
上、卸売り強化によって更なる売上・利益の向上を目指しております。

日本百貨店　店舗一覧

取扱い商品

Special Feature特集　マンガ『トライステージのお仕事』
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特集　マンガ『トライステージのお仕事』
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人々の価値観が多様化する社会において、ダイレ
クトマーケティングの必要性はますます高まってい
ます。当社は、ダイレクトマーケティングを実施す
る事業者に対して的確な支援を実施することで、
ダイレクトマーケティングの信頼性の向上と普及
に努め、社会により付加価値の高いサービスを提
供していくことを目指します。
ダイレクトマーケティングがより身近なものになる
ことで“今よりちょっといい日本” を実現するべく、
取り組んでまいります。

C S R に 対 す る 基 本 的 な 考 え

地域／社会貢献

働き方改革 IR活動

ダイバーシティの推進

日本各地の特産品・名産品を販売す
る「日本百貨店」を通じてモノづくりに
こだわる日本の生産者や職人を応援
し、日本の伝統文化と技術の継承に
貢献しています。

従業員が健康的にモチベー
ション高く働き、QOLを向上
できるよう、全社的に各種取り
組みを行っています。

国籍、年齢、性別の違いや障がいの有無などに関わらず様々な人材が活
躍できる環境の整備を行っています。なお、女性社員の比率は過半数を
占めております。

株主の皆様をはじめとするすべての投資家の皆様に、当社グループにつ
いて理解を深めていただくため、各種情報の発信、また双方向のコミュニ
ケーションを図っています。

株主通信年2回 株主アンケート年2回 事業説明会年1回

’16/2 ’17/2 ’18/2

女性社員比率と管理職に占める割合（単体）
従業員数（人） 女性社員比率（%） 女性管理職比率（%）

55.4 53.9 54.4

24.0

157 165 171

20.7 19.2

働く時間と働かない時間の
境界を明確にする
「バウンダリーマネジメント制度」導入

産業医による面接指導

定期健康診断の受診促進
（35歳以上は人間ドック受診）

インフルエンザワクチンの
予防接種を社内で実施

早朝勤務奨励制度

ノー残業デー（毎週水曜）

衛生委員会

施策例

当期の活動例

個人投資家向け説明会年3回 IRメール配信月1回程度

決算説明会年4回 個別訪問年43回 企業サイト更新随時

株主様向け

個人投資家様向け

機関投資家様向け その他

リフレッシュルーム設置

CSRへの取り組み
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人々の価値観が多様化する社会において、ダイレ
クトマーケティングの必要性はますます高まってい
ます。当社は、ダイレクトマーケティングを実施す
る事業者に対して的確な支援を実施することで、
ダイレクトマーケティングの信頼性の向上と普及
に努め、社会により付加価値の高いサービスを提
供していくことを目指します。
ダイレクトマーケティングがより身近なものになる
ことで“今よりちょっといい日本” を実現するべく、
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ダイバーシティの推進
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国籍、年齢、性別の違いや障がいの有無などに関わらず様々な人材が活
躍できる環境の整備を行っています。なお、女性社員の比率は過半数を
占めております。

株主の皆様をはじめとするすべての投資家の皆様に、当社グループにつ
いて理解を深めていただくため、各種情報の発信、また双方向のコミュニ
ケーションを図っています。

株主通信年2回 株主アンケート年2回 事業説明会年1回

’16/2 ’17/2 ’18/2

女性社員比率と管理職に占める割合（単体）
従業員数（人） 女性社員比率（%） 女性管理職比率（%）

55.4 53.9 54.4

24.0

157 165 171

20.7 19.2

働く時間と働かない時間の
境界を明確にする
「バウンダリーマネジメント制度」導入

産業医による面接指導

定期健康診断の受診促進
（35歳以上は人間ドック受診）

インフルエンザワクチンの
予防接種を社内で実施

早朝勤務奨励制度

ノー残業デー（毎週水曜）

衛生委員会

施策例

当期の活動例

個人投資家向け説明会年3回 IRメール配信月1回程度

決算説明会年4回 個別訪問年43回 企業サイト更新随時
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個人投資家様向け
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リフレッシュルーム設置

連結要約財務諸表
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Consolidated Financial Statements

前 期
2017年2月28日

当 期
2018年2月28日

（資産の部）
流動資産 13,102,929 14,137,241

　　うち 現金及び預金 6,088,737 6,230,129

固定資産 3,514,436 3,820,756

　有形固定資産 521,861 471,332

　無形固定資産 1,411,049 1,786,534

　　うち のれん 1,215,399 1,496,371

　投資その他の資産 1,581,525 1,562,889

　　うち 投資有価証券 1,170,876 1,124,445

　繰延資産 77,316 61,853

資産合計 16,694,683 18,019,850

前 期
2017年2月28日

当 期
2018年2月28日

（負債の部）

流動負債 5,291,964 5,733,669

固定負債 2,275,570 3,371,199

負債合計 7,567,535 9,104,868

（純資産の部）

株主資本 8,786,327 8,540,669

その他の包括利益累計額 105,043 141,591

非支配株主持分 204,509 199,227

新株予約権 31,266 33,493

純資産合計 9,127,147 8,914,982

負債純資産合計 16,694,683 18,019,850

（単位：千円）

前 期
2016年3月　1日～
2017年2月28日　

当 期
2017年3月　1日～
2018年2月28日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 836,684 740,205

投資活動による
キャッシュ・フロー △1,525,406 △831,121

財務活動による
キャッシュ・フロー 4,081,893 233,498

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 3,419,886 141,391

現金及び
現金同等物の期首残高 2,668,850 6,088,737

現金及び
現金同等物の期末残高 6,088,737 6,230,129

（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
2016年3月　1日～
2017年2月28日　

当 期
2017年3月　1日～
2018年2月28日　

売上高 47,302,061 55,775,816
　売上原価
　（含、返品調整引当金繰入額） 42,150,278 50,162,706

売上総利益 5,151,782 5,613,109

　販売費及び一般管理費 3,756,783 4,580,742

営業利益 1,394,999 1,032,367

　営業外収益 66,976 30,844

　営業外費用 95,277 154,762

経常利益 1,366,698 908,449

　特別利益 1,072 5,776

　特別損失 33,531 23,620

税金等調整前当期純利益 1,334,239 890,605

　法人税、住民税及び事業税 644,909 398,686

　法人税等調整額 △81,724 94,613

　当期純利益 771,054 397,305

　非支配株主に帰属する
　当期純利益 9,912 11,392

親会社株主に帰属する
当期純利益 761,142 385,913

（単位：千円）連結損益計算書

財務状態

総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、のれん、商品が増
加したこと等から、前期末比13億2,516万円増の180億1,985万
円となりました。また、純資産合計は、剰余金の配当を6億5,397万
円行ったこと等により、同2億1,216万円減の89億1,498万円とな
りました。結果、自己資本比率は48.2%となりましたが、引き続き盤
石な財務基盤を維持しております。



株主関連情報

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、毎年8月
末現在および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。

ご回答いただきました2,038名の株主様（返信率18.3％）
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。

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」60.6％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」が40.6％、③

「積極的な成長戦略」29.3％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12期第2四半期株主通信におきまして、第18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 68.4%
■ 女性 22.5%
■ 無記入 9.1%

■ ～20代 2.5%
■ 30代 8.9%
■ 40代 14.5%
■ 50代 18.3%
■ 60代 31.3%
■ 70代～ 23.2%
■ 無記入 1.3%

性別

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

22.8

2.8

60.6安定的な配当

40.6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

11.7事業領域を絞った
拡大戦略

その他

29.3積極的な成長戦略

8.3事業領域の拡大

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

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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Shareholders Information

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、財務基盤の強化およ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10円の配当を実施することを決
定いたしました。次期につきましては、1株あたり7円の配当を実施
する予定です。

※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。

円101 株 当 たり当期（2018年2月期）の配当

（単位：円）
30

10

20

0
第13期
（予想）

5.00

17.75 18.75
22.50

7.00

第12期

10.00

第8期 第9期 第10期 第11期

配当金推移



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

 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 336名　単体 171名

会社概要 （2018年2月28日現在）

株式分布状況

金融機関
2名
0.02%

その他の法人
72名
0.60%

金融商品取引業者
19名
0.16%

自己名義株式
1名
0.01%

外国法人等
27名
0.23%

個人・その他
11,801名
98.98%

所有者数別

金融機関
35,800株
0.12%

その他の法人
5,845,401株
19.15%

金融商品取引業者
76,087株
0.25%

個人・その他
23,098,160株
75.69%

所有株数別

外国法人等
62,400株
0.20%

自己名義株式
1,399,352株
4.59%

（2018年2月28日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,572,400 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 1,344,000 4.40

今泉　亜矢 132,800 0.43

萩原　雄二 131,500 0.43

小林　光男 130,900 0.42

トライステージ従業員持株会 75,800 0.24

鈴木　雄太郎 67,200 0.22

石川　信次 65,100 0.21

大株主

(注) 1. 当社は、自己株式1,399,352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。

（2018年2月28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 11,922名

（2018年2月28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 （2018年5月25日現在）

 代表取締役CEO 丸田　昭雄

 取締役 CVO 妹尾　　勲

 取締役 COO 辻　　　壮

 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 ※

 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

18Business Report 2018



株主メモ

〒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


