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株主通信
第15期  第2四半期

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、左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、左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/

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

株式会社トライステージ

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。

IRメール配信登録方法
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　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（2021年2月期）は、コロナ禍による影響があるものの、連結業績
は期初予想に対して、売上・利益ともに上振れして推移しております。
　事業の“選択と集中”をキーワードとした中期経営計画を推し進めるな
か、前期において不採算事業からの撤退と集中事業へのリソース配分を
実行し、再成長のための基礎を整えました。さらに、当期は、利益面でV字
回復を果たし、事業展開においては、テレビ事業、WEB事業、DM事業の
主力3事業を中心とした成長戦略が着実に実を結んでまいりました。
　また、経営面では、本年5月に、代表取締役を交代し、両名がグループ経
営全体に責任を持つとともに、社長の倉田がガバナンス全般や内部統制
を、副社長の前田が営業部門全般やTri-DDM推進を、それぞれ担う体制
といたしました。今後、この経営体制のもと、更なる収益拡大に努めてまい
ります。
　株主の皆様には、引き続き当社の経営にご支援ご鞭撻のほどお願い申
し上げます。

代表取締役社長 代表取締役副社長

倉田	育尚
く ら た や す ひ さ

前田	充章
ま え だ み つ あ き
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や展示会などの販促施策を中止せざる
を得ず、新規商談機会が激減しました。
また、小売事業では、営業赤字は想定
よりも改善しているものの、コロナ禍で
の商業施設の閉館や時間短縮営業に
よる業績悪化に鑑み、固定資産の減損
損失を計上いたしました。連結貸借対
照表上の「のれん」の残高は残り1.3億円

（2020年8月末現在）まで減少してお
り、今後は大きな減損の懸念は少ない
ものと考えております。

　下期に入って、事業環境は上期とは
異なる様相を示しつつあります。
　主力3事業をみると、まずテレビ事業
では、コロナ禍がプラスに働いた上期
に比べると、下期には経済活動の再開

を背景に、放送枠の仕入条件もクライ
アントの出稿意欲も通常ペースに戻り
つつあります。
　これとは逆に、WEB事業とDM事業
においては、コロナ禍がマイナスに作用
した上期に対して、下期からはコロナ前
の水準に戻りつつあります。WEB事業
では、新規クライアント候補との商談が
通常ペースに戻ってきており、DM事業
では、一部の業種で差止めになってい
たDM発送が回復傾向にあります。
　新型コロナウイルス感染症による影
響は依然として不透明のため、下期に
は不確定要素がありますが、上期業績
が大きく上振れた結果と、現状から想
定される各事業の見通しを勘案し、上
期決算発表と同時に通期の連結業績
見通しを上方修正いたしました。

　中期経営計画の取り組みは、不採算
事業からの撤退やコロナ禍により、定
量的な目標は未達成の見込みですが、
定性的な取り組みについては、着々と
進捗しております。上期において経済活
動停滞などから多少の遅れは生じまし
たが、将来に向けて期待の高まる成果
が見え始めております。
　特に、ダイレクトデータマーケティン
グ基盤「Tri-DDM」構築の取り組みに
おいて、可能性が広がっております。こ
れは、主力3事業にまたがって将来の付
加価値向上とグループシナジー発揮の
要となっていくものです。昨年12月に
第1フェーズのサービスを開始し、導入

　当第2四半期連結累計期間（以下、
当上期）の業績は、売上高が前年同期
比7.6％減となったものの、営業利益が
同679.3％増と、利益面では大幅なV
字回復を果たしました。
　減収の要因としては、第1にコロナ
禍による影響があげられ、テレビ事業、
DM事業、小売事業合わせて10数億円
の減収となりました。第2に、前期に行っ
た事業撤退の影響として4億円弱発生
しました。ただ、この事業撤退は、中期
経営計画の取り組みとして、収益性や
グループシナジー等の観点から“見極
め”を行い実施したものであり、当期の
グループ全体の収益性は大幅に改善し
ております。

　利益面では、テレビ事業が大幅な営
業増益の要因となりました。当初の想定
以上に、コロナ禍での“巣ごもり消費”が
旺盛となり、消費者の健康意識の高まり
を受けて健康食品・医薬品等を扱うクラ
イアントの出稿意欲も高まりました。一
方、企業によるブランド広告の出稿意欲
が減退したことで、比較的有利に放送枠
の仕入を行うことができました。その結
果、売上総利益率は高水準で推移して
おります。また、コスト面では、リモート対
応を中心とした営業活動により、旅費交
通費等が削減されました。
　コロナ禍における事業環境の著しい
変化を踏まえ検討した結果、WEB事業

と小売事業で計2.1億円の減損損失計
上を余儀なくされました。親会社株主に
帰属する四半期純利益（最終利益）に
ついては、この減損を加味しても前年
同期を大きく上回る、4.2億円となりま
した。WEB事業では、当期初より、改善
効果の高いAIツールの拡販を推進し、
新規クライアント獲得により急拡大を
図り、黒字化を達成する事業計画を描
いておりました。しかし、上期はセミナー

コロナ禍による影響等から、減収

通期見通しを上方修正
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営業利益は、テレビ事業の
好調によりV字回復

「Tri-DDM」構築により、
優位性の高いサービスを提供
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ご回答いただきました1,905名の株主様（返信率18.4％）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」34.4％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」23.1％、
③「財務体質の健全性確保」14.3％という順番となりました。

第14期株主通信におきまして、第23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

■ 男性 65.3%
■ 女性 22.9%
■ 無記入 11.8%

■ ～20代 2.5%
■ 30代 7.0%
■ 40代 14.5%
■ 50代 18.2%
■ 60代 27.5%
■ 70代～ 28.6%
■ 無記入 1.7% 0.0 20.010.0 40.030.0（%）

12.6

1.3

34.4安定的な配当

23.1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

9.6事業領域を絞った
成長戦略

その他

14.3

積極的な成長戦略

4.7事業領域の拡大

性別

年齢

5

6

したクライアントからはその効果の高さ
に大きな評価をいただいております。現
在、第2フェーズの開発段階にあり、今
期中のローンチを予定しております。
　第1フェーズでは、テレビ通販放送後
のコンタクトセンターでの受注状況や
オペレーターのパフォーマンス等のデー
タ、購入者の属性データ等を収集・分析
し、新規顧客獲得効率の向上に役立て
ています。現在進めている第2フェーズ
では、AIを活用して、テレビ通販番組放
送時にどれくらいの受電が想定される
かを放送枠毎に予測し、オペレーターの
配置を最適化したり、テレビ通販番組
の制作において、番組内容がより多く
の視聴者に共感され購買に結びつくよ
うに改善するための分析サービスの開
発に取り組んでいます。

　そして、来期からの第3フェーズでは、
オフライン（テレビ通販、DM）に加え、オ
ンライン（インターネット通販）も連携した
総合的なサービス提供を行う計画です。
これにより、テレビ、DM、インターネット
を横断して施策を最適化し、効果改善に
役立てていただくことができます。テレビ
放送枠と詳細な受注データを用いたサー
ビスは当社独自のものであり、大きな優
位性を得られるものと確信しております。

　現在、来期を初年度とする新たな中
期経営計画の策定を行っております。
　数値目標については、現中計の「営業
利益17億円」目標を、次期中計期間に

達成したいと考えております。また、戦
略については、現中計において再成長
の基礎が整ったことを受け、次期中計で
は、Tri-DDMをデータマーケティング
基盤として活用し、テレビ・WEB・DMの
3事業を中心に、グループシナジーの高
い成長戦略を目指してまいります。
　次期中計期間中には、新たなトライ
ステージグループの姿をお見せできる
よう、一丸となって取り組んでまいりま
す。引き続きご支援賜りますようお願い
申し上げます。
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次期中計にて、
新たなトライステージグループの
確立を図る

WEB事業 テレビ事業 DM事業

グループシナジーを発
揮し、より付加価値の
高いサービスを提供
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34.4安定的な配当

23.1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

9.6事業領域を絞った
成長戦略

その他

14.3

積極的な成長戦略

4.7事業領域の拡大

性別

年齢

5
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したクライアントからはその効果の高さ
に大きな評価をいただいております。現
在、第2フェーズの開発段階にあり、今
期中のローンチを予定しております。
　第1フェーズでは、テレビ通販放送後
のコンタクトセンターでの受注状況や
オペレーターのパフォーマンス等のデー
タ、購入者の属性データ等を収集・分析
し、新規顧客獲得効率の向上に役立て
ています。現在進めている第2フェーズ
では、AIを活用して、テレビ通販番組放
送時にどれくらいの受電が想定される
かを放送枠毎に予測し、オペレーターの
配置を最適化したり、テレビ通販番組
の制作において、番組内容がより多く
の視聴者に共感され購買に結びつくよ
うに改善するための分析サービスの開
発に取り組んでいます。

　そして、来期からの第3フェーズでは、
オフライン（テレビ通販、DM）に加え、オ
ンライン（インターネット通販）も連携した
総合的なサービス提供を行う計画です。
これにより、テレビ、DM、インターネット
を横断して施策を最適化し、効果改善に
役立てていただくことができます。テレビ
放送枠と詳細な受注データを用いたサー
ビスは当社独自のものであり、大きな優
位性を得られるものと確信しております。

　現在、来期を初年度とする新たな中
期経営計画の策定を行っております。
　数値目標については、現中計の「営業
利益17億円」目標を、次期中計期間に

達成したいと考えております。また、戦
略については、現中計において再成長
の基礎が整ったことを受け、次期中計で
は、Tri-DDMをデータマーケティング
基盤として活用し、テレビ・WEB・DMの
3事業を中心に、グループシナジーの高
い成長戦略を目指してまいります。
　次期中計期間中には、新たなトライ
ステージグループの姿をお見せできる
よう、一丸となって取り組んでまいりま
す。引き続きご支援賜りますようお願い
申し上げます。
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次期中計にて、
新たなトライステージグループの
確立を図る

WEB事業 テレビ事業 DM事業

グループシナジーを発
揮し、より付加価値の
高いサービスを提供
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※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018（平成30）年2月16日）等を第14期の期首から適用しており、第13期については、遡及適用後の数値を記載し
ております。

　在宅ワークをはじめとして新型コロナウイルス感染症の拡大防止へ対処しつつ、着実に当期の戦略を推進。
売上高は前期比7.6％減の241億92百万円、営業利益は同679.3％増の8憶58百万円となりました。また、親
会社株主に帰属する四半期純利益は4憶25百万円となりました。

営業の概況
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　総資産は、主に現金及び預金、商品、のれんが減少したことに伴い前期末比37百万円減少し、154億43百万
円となりました。また、純資産は自己株式の取得等により311百万円減少し、66億16百万円となりました。
　結果、自己資本比率は41.7％となり、引き続き健全な水準を維持しております。
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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。

（単位：円）
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前中期経営計画では
配当性向100％目標

2019年2月～4月
自社株買い599百万円

2020年4月
自社株買い539百万円

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

発送時期 10月下旬 5月下旬

	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 10,632名

（2020年8月31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 26.22
双日株式会社 5,782,400 23.07
妹尾　勲 2,077,400 8.29
萩原　雄二 266,900 1.06
小林　光男 141,500 0.56
クレディ・スイス証券株式会社 133,000 0.53
今泉　亜矢 132,800 0.52
トライステージ従業員持株会 99,400 0.39
新沼　吾史 72,000 0.28
大津　功 62,400 0.24

大株主

(注) 当社は、自己株式5,458,261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。

（2020年8月31日現在）

	商号 株式会社トライステージ

	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

	設立日 2006年3月3日
	資本金 645,547千円
	従業員数 連結 352名　単体 174名

会社概要 （2020年8月31日現在）

取締役・監査役 （2020年8月31日現在）

	取締役（非常勤）杉山　博髙※

	取締役（非常勤）中條　　宰※

	監査役 太田　譲治※

	監査役（非常勤）藤井　幹晴※

	監査役（非常勤）庄村　　裕※

※社外役員

詳しくは企業ホームページをご覧ください
https：//www.tri-stage.jp/

	代表取締役社長 倉田　育尚
	代表取締役副社長 前田　充章
	取締役 妹尾　　勲
	取締役ファウンダー（非常勤）丸田　昭雄
	取締役（非常勤） 三井田　砂理※
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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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前中期経営計画では
配当性向100％目標

2019年2月～4月
自社株買い599百万円

2020年4月
自社株買い539百万円

保有株式数 基準日
第2四半期（8月末）
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第4四半期（2月末）
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1,000円相当の
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2,000株以上 5,000円相当の
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発送時期 10月下旬 5月下旬

	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 10,632名

（2020年8月31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 26.22
双日株式会社 5,782,400 23.07
妹尾　勲 2,077,400 8.29
萩原　雄二 266,900 1.06
小林　光男 141,500 0.56
クレディ・スイス証券株式会社 133,000 0.53
今泉　亜矢 132,800 0.52
トライステージ従業員持株会 99,400 0.39
新沼　吾史 72,000 0.28
大津　功 62,400 0.24

大株主

(注) 当社は、自己株式5,458,261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。

（2020年8月31日現在）

	商号 株式会社トライステージ

	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

	設立日 2006年3月3日
	資本金 645,547千円
	従業員数 連結 352名　単体 174名

会社概要 （2020年8月31日現在）

取締役・監査役 （2020年8月31日現在）

	取締役（非常勤）杉山　博髙※

	取締役（非常勤）中條　　宰※

	監査役 太田　譲治※

	監査役（非常勤）藤井　幹晴※

	監査役（非常勤）庄村　　裕※

※社外役員

詳しくは企業ホームページをご覧ください
https：//www.tri-stage.jp/

	代表取締役社長 倉田　育尚
	代表取締役副社長 前田　充章
	取締役 妹尾　　勲
	取締役ファウンダー（非常勤）丸田　昭雄
	取締役（非常勤） 三井田　砂理※
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Business Report 2020年3月1日～2020年8月31日

株主通信
第15期  第2四半期

	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、左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、左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/

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

株式会社トライステージ

　　　　　　　　　　　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。

IRメール配信登録方法




