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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
　トライステージは、ダイレクトマーケティング（≒通信販売）支援の第一人者として、2006年に創業しました。
　ダイレクトマーケティング実施企業に対してテレビ通販番組枠・CM枠、商品の特性を踏まえた番組制作、効率的な
コールセンター受注支援、ダイレクトメール発送代行など、通信販売に必要なサービスを総合的に提供しています。
　クライアントの商品・サービスをより多くの消費者に選んでいただくために、徹底した消費者目線を持ち、クラ
イアントの課題解決に全身全霊で取り組むとともに、その事業領域をインターネットやASEANにも拡大。当社は
今後も、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

注 文 発送・受取 継 続視 聴

消 費 者

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トライステージ

通信販売実施企業

トライステージ
とは

ダイレクト
マーケティングの
バリューチェーン

1

2

当期は大幅な損失を計上。
次期より、選択と集中による成長戦略を推し進める
　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。
　当期の連結業績は、海外の連結子会社および関連会社におけ
る減損損失等により大幅な損失を計上いたしました。株主の皆
様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございま
せん。その一方で、テレビ事業における新分野の顧客企業開拓、
メディア枠の仕入量適正化等のリスク低減施策の奏功による売
上総利益率の向上、DM事業の好調な推移、加えてWEB事業に
おける順調な顧客企業開拓の進捗など、次期以降の成長につな
がる成果をあげることができました。
　次期からは、「中期経営計画 ローリングプラン2019」に基づ
き、選択と集中による成長戦略を力強く推し進めてまいります。
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
ま る た あ き お

取締役
せ の お い さ お

取締役
つ じ たけし

ご
あ
い
さ
つ

※ 役員制度の見直しを行い、2019年5月28日付で役職名を変更いたしました。
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着実な増収基調を歩んでいます。

辻: 現中期経営計画がスタートして間
もないタイミングで、海外子会社の減

損をはじめ、中計策定時の状況から大
きな乖離が発生してしまいました。これ
を深く反省し、グループ成長戦略の立
て直しに向け「中期経営計画 ローリン
グプラン2019」を策定しました。
丸田:	最大のポイントは、「選択と集中」
を行う事業領域をはっきりさせたことで
す。前中期経営計画では、「事業領域の
拡大」を主軸に置いて、海外を中心に積
極的な投融資を行いました。いわば“総
花的”な計画でした。しかし、広がった事
業領域は当社の手に余り、十分なコント
ロールが行き届かない事態を生み、そ
の結果として多大な減損損失の計上へ
と繋がったものと大いに反省していま
す。この半年間、社員有志にも参加して
もらい、議論を積み重ね、“やるべきこと
を見定めて、そこに経営資源の選択と

集中を行う”ことを今後の戦略の基本
方針としました。
辻: 選択と集中を早期に実施していく
ために、海外事業とその他事業につい
ては、今後の収益性やグループ内での
シナジーなどを判断軸としながら、経営
資源の投下を継続していくべき事業か
どうかを、現中計期間（2021年2月期）
中、なるべく早期に見極めます。
妹尾: その一方で、集中領域に設定し
た事業については、開発投資や人材投
資などを積極的に行っていきます。

丸田:	ローリングプラン2019」では、当
面、「ダイレクトマーケティング支援」を

丸田:	当期（2019年2月期）は、中長期
的な成長に向けた準備期間として位置
づけ、ダイレクトデータマーケティング

（DDM）基盤の構築を図りながら、収
益性の向上とグループシナジーの創出
を目指してスタートしました。当社の既
存の強みであるテレビ事業（テレビ通販
支援）においては、特に、顧客企業の開
拓とメディア枠仕入量の適正化や取引
ルールの見直しなどに取り組みました。
その結果、テレビ事業の売上総利益率
は大幅な改善が進みました。
妹尾: メディア枠をはじめとした様々な
関連情報のデータベース化により、各メ
ディア枠が持つ媒体力を営業員が認識
できるようになり、その結果、不要な値

引き等を行わず自信を持って販売でき
る体制が整ってきました。これまで追求
してきた営業支援体制がほぼ完成した
と評価しています。
辻: このデータベースによって、仕入と
売上のバランスも非常に良くなってきま
した。需要と仕入量のアンマッチが値引
き等を助長していた状況から脱し、需要
に応じた仕入が可能となったことで、適
正な売上・利益の確保、ひいては売上総
利益率の改善へと繋がりました。
妹尾: 当期は売上を追わず、収益性の
改善に重きを置いていましたので、来期
以降に繋がる一定の成果が得られたも
のと評価しています。
丸田:	その他の事業では、WEB事業に
おいて開発投資や人材投資などの先行
投資を積極的に行い、コスト増となって

はいますが、リスティング広告AIツール
「AdScale」の販売展開後、導入企業
が増加し、増収となっています。また、
DM事業は、売上総利益率は高くはな
いものの、ダイレクトメールの取扱い通
数が過去最高の年間3億通を突破し、
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中期経営計画の進捗

「ローリングプラン2019」の背景
「ローリングプラン2019」
のポイント
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サービスを提供していこうというもの
です。クラウド、IoT、AIなど第4次産業
革命の大きな波が到来する中、当社グ
ループ発のイノベーションを業界に巻き
起こしていきたいと考えています。
妹尾: DDMは現在、複数社で実験展開

しており、中計最終年度（2021年2月
期）には幾つかの成功事例を持ちなが
ら導入企業を本格的に増やしていきた
いと思っています。DDMがダイレクト
マーケティング実施企業の間に浸透し
ていけば、間違いなく業界に新しい風
を起こせると確信しています。
丸田:	これら2つの成長事業について
は、現在、人材を中心とした投資を積
極的に行っています。自社プロダクトや
メディアを殆ど持ってない当社グルー
プにとって、最も重要な経営資源は“人
材”です。現中計においては、営業力・ク
リエイティブ力・システム開発力など、
ダイレクトマーケティング支援に関わる
様々な能力に秀でた人材の採用・育成
に投資を集中し、次のステージへと繋げ
てまいります。

丸田:	私たちは、「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」を長
期的な目指す姿と位置づけ、その実現
に向けた第一歩として現中計を推し進
めています。その取り組みの結果、市場
がより大きくなり、利用者にとってより
便利になり、業界に関わるすべてのス
テークホルダーがより発展する…そん
な役割を果たしていければと思います。
ひいてはそれが、企業価値の最大化に
繋がるものと信じ、グループ一丸となっ
て邁進してまいります。

中長期的な展望

実施する3社が展開する4つの事業領
域に経営資源を集中します。それは、今
後の安定成長を視点に設定した、2つの
安定事業と2つの成長事業であり、前
者はテレビ事業とDM事業（メールカス
タマーセンター）、後者はWEB事業（ア
ドフレックス・コミュニケーションズ）と
DDM（当社）です。
妹尾: テレビ事業は、現在の当社グルー
プの屋台骨であり、今後も安定的な収
益確保を続けていくために、事業強化
を推し進めていきます。そのための一
つの取り組みとして、2019年3月1日に

「九州支店」を開設しました。九州には
多くの通販関連企業があり、当社にとっ
ても重点エリアの一つです。これまでは
営業戦略上の理由から東京のスタッフ
が出張対応していましたが、今後は、東

京・関西・九州の3拠点体制で、より密着
した顧客企業支援を行っていきます。
丸田:	DM事業は、メールカスタマーセ
ンターが当社グループに加わって以
降、売上高・営業利益ともに着々と成長
を遂げてきました。取扱通数も3億通を
突破するなど、お客様からの支持も拡
大傾向を続けています。今後も安定事
業として、質・量の改善・拡大に努めると
ともに、DM事業分野におけるトータル
サービスの提供を目指していきます。ま
た、成長事業についてですが、前中計
期間から事業本格化に取り組んできた
WEB事業が、「AdScale」の販売展開
を契機に、ようやく成長段階へと入って
きたと判断しています。
辻: DDMは、“成長事業拡大に向けた
重点戦略”と位置づけ、現中計期間中に

事業化を図っていこうと、積極的な取り
組みを行っています。当社グループがテ
レビ事業・DM事業・WEB事業で個々に
蓄積してきた膨大な関連データをDDM
基盤として一元化し、これらのデータを
活用して顧客提供価値を最大化する
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妹尾: DDMは現在、複数社で実験展開

しており、中計最終年度（2021年2月
期）には幾つかの成功事例を持ちなが
ら導入企業を本格的に増やしていきた
いと思っています。DDMがダイレクト
マーケティング実施企業の間に浸透し
ていけば、間違いなく業界に新しい風
を起こせると確信しています。
丸田:	これら2つの成長事業について
は、現在、人材を中心とした投資を積
極的に行っています。自社プロダクトや
メディアを殆ど持ってない当社グルー
プにとって、最も重要な経営資源は“人
材”です。現中計においては、営業力・ク
リエイティブ力・システム開発力など、
ダイレクトマーケティング支援に関わる
様々な能力に秀でた人材の採用・育成
に投資を集中し、次のステージへと繋げ
てまいります。

丸田:	私たちは、「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」を長
期的な目指す姿と位置づけ、その実現
に向けた第一歩として現中計を推し進
めています。その取り組みの結果、市場
がより大きくなり、利用者にとってより
便利になり、業界に関わるすべてのス
テークホルダーがより発展する…そん
な役割を果たしていければと思います。
ひいてはそれが、企業価値の最大化に
繋がるものと信じ、グループ一丸となっ
て邁進してまいります。

中長期的な展望

実施する3社が展開する4つの事業領
域に経営資源を集中します。それは、今
後の安定成長を視点に設定した、2つの
安定事業と2つの成長事業であり、前
者はテレビ事業とDM事業（メールカス
タマーセンター）、後者はWEB事業（ア
ドフレックス・コミュニケーションズ）と
DDM（当社）です。
妹尾: テレビ事業は、現在の当社グルー
プの屋台骨であり、今後も安定的な収
益確保を続けていくために、事業強化
を推し進めていきます。そのための一
つの取り組みとして、2019年3月1日に

「九州支店」を開設しました。九州には
多くの通販関連企業があり、当社にとっ
ても重点エリアの一つです。これまでは
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京・関西・九州の3拠点体制で、より密着
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丸田:	DM事業は、メールカスタマーセ
ンターが当社グループに加わって以
降、売上高・営業利益ともに着々と成長
を遂げてきました。取扱通数も3億通を
突破するなど、お客様からの支持も拡
大傾向を続けています。今後も安定事
業として、質・量の改善・拡大に努めると
ともに、DM事業分野におけるトータル
サービスの提供を目指していきます。ま
た、成長事業についてですが、前中計
期間から事業本格化に取り組んできた
WEB事業が、「AdScale」の販売展開
を契機に、ようやく成長段階へと入って
きたと判断しています。
辻: DDMは、“成長事業拡大に向けた
重点戦略”と位置づけ、現中計期間中に

事業化を図っていこうと、積極的な取り
組みを行っています。当社グループがテ
レビ事業・DM事業・WEB事業で個々に
蓄積してきた膨大な関連データをDDM
基盤として一元化し、これらのデータを
活用して顧客提供価値を最大化する



現中期経営計画初年度において、海外子会社・関連会社の減損をはじめ、
中期経営計画設定時の状況より乖離が発生したため、戦略方針・計画の見直しを行いました。

2019/2（実績） 2020/2（予想） 2021/2（計画）

基本方針

詳しくは当社ホームページにて
「中期経営計画ムービー」をご覧ください

https://www.tri-stage.jp/ir/strategy/midplan.html

当社の強みである
「ダイレクトマーケティング支援」を
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リソース再配分を実施。

海外／その他事業は
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判断軸に見極め、
選択と集中を早期に実施。
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　当期は、ダイレクトマーケティング支援事業の売上総利益率改善やDM事業の事業規模拡大といった一定の成果が出た一方で、
海外の持分法適用関連会社におけるのれん相当額の一時償却および連結子会社の減損損失が相次いで発生したことを受け、グ
ループ成長戦略および中期経営計画の見直しを進めてまいりました。その結果、売上高は前期比3.5％減の538億43百万円、営
業利益は同21.6％減の8億9百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は9億92百万円の損失となりました。

　総資産は、主にのれんおよび投資有価証券等が減少したことに伴い前期末比17億23百万円減少し、162億96百万円となり
ました。また、純資産は18億79百万円減少し、70億35百万円となりました。
　自己資本比率は41.9％と低下いたしましたが、引き続き健全な水準を維持しております。
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ご回答いただきました1,960名の株主様（返信率17.2％）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」56.2％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」が43.3％、
③「財務体質の健全性確保」23.9％という順番となりました。

第13期第2四半期株主通信におきまして、第20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。

株主アンケート
集計結果のご報告

年齢

■ 男性 65.1%
■ 女性 25.1%
■ 無記入 9.8%

■ ～20代 2.9%
■ 30代 7.3%
■ 40代 15.5%
■ 50代 18.4%
■ 60代 29.2%
■ 70代～ 25.2%
■ 無記入 1.5% 0.0 20.010.0 60.050.040.030.0（%）

21.8

4.8

56.9安定的な配当

43.3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

11.9事業領域を絞った
拡大戦略

その他

23.9

積極的な成長戦略

7.1事業領域の拡大

性別

今回もたくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。皆さまからのご意見を真摯に受け止め、経営陣へ
フィードバックするとともに、IR活動の改善に役立ててまいります。

● V字回復を期待しています。
● 専門分野で突出した事業展開を期待します。
● ESGを意識した安定的な経営を期待しています。
● ムダをなくし、業績向上に努めてください。
● 業績回復を信じて株主でいつづけたいと思っています
● 業績の悪いときほど、今後の戦略などしっかりと
情報提供してほしい。

● グループ成長戦略の立て直しを頑張って下さい。
● 経営能力を誠実に発揮し、成長軌道に乗せてほしい。
● 蓄積したデータを活用できる事業展開をするべき。
● 中期的な成長を期待しています。

経営・業績について 株価・株式施策について

● 株価が上がるよう業績を上げてほしい。
● 株に損得はつきもので上下するのは当然です。
戦略をきちんとして、海外を立て直してください。

● 株主優待QUOカードは続けてください。

その他

● 今回の株主通信は丁度良いサイズで見やすかったです。
● 株主通信の文字を大きくしてください。
● 株主通信は、写真もあり、分かりやすい文章で
どの企業よりも楽しく読んでいます。
サイズについては任せますが、安く済む方法でお願いします。

IR担当より

株主の皆様からのご意見を、一部抜粋して紹介させていただきます。
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配当金推移

株主優待制度

　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7円の配当を実施することを決定
いたしました。次期につきましても、1株あたり7円の配当を実施する
予定です。

　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。

ご保有の株式数に
応じてクオカードを
贈呈いたします。

※ 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。
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	発行済株式数 30,517,200株
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（2019年2月28日現在）株式の状況

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,572,400 23.75
双日株式会社 5,782,400 20.90
妹尾　勲 4,272,400 15.44
萩原　雄二 263,700 0.95
今泉　亜矢 132,800 0.48
小林　光男 130,900 0.47
トライステージ従業員持株会 97,500 0.35
鈴木　雄太郎 67,200 0.24
山田　善彦 66,000 0.23
大津　功 62,400 0.22

大株主

(注) 当社は、自己株式2,854,460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。
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証券コード：2178

www.tri-stage.jp

Business Report 2018年3月1日～2019年2月28日

株主通信
第13期

	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　https://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。

〒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／https://www.tri-stage.jp/
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