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マネジメント・メッセージ

　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現在、中長期的な成長の基盤を構築することを目指した中期経営計

画を積極的に推し進めております。その初年度となった2013年2月期に足掛かりを付け、2年

目の当期（2014年2月期）は経営基盤の整備・強化に努めてまいりました。その結果、後述いた

します通り、多くの実りある成果と将来への大きな可能性が見え始めております。

　当期は基盤構築の過渡期でもあり、当期連結業績は計画に対して下回りましたが、前期比で売

上高6.5％増、営業利益56.1％増、経常利益54.4％増、当期純利益51.1％増と大幅な利益改善

を果たすことができました。

　当期の利益還元につきましては、安定的かつ継続的な還元を重視する基本方針のもと、配当金

は前期と同額の1株当たり20円とさせていただきました。また、株主優待制度を基準日の回数、

優待額ともに拡充いたしました。

　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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■  取締役 社長執行役員■  代表取締役会長



　当期の連結業績は、売上高が前期比6.5％増の360億

23百万円、営業利益が同56.1％増の7億75百万円とな

りました。

　この大幅増益の主な要因は、貸倒引当金や営業上の赤字

取引があった前期の反省を踏まえ、仕入コスト削減や、顧

客管理体制を厳格に敷き直したことにより、当期はこれ

らマイナス要因が発生しなかったためです。そして、この

下支えとなっているのが、顧客企業との間でWin-Winの

パートナーとして共存共栄を図るトライステージ本来の

営業スタンスに立ち帰る取り組みです。この原点回帰を図

るための“意識改革”と“営業改革”に取り組んできました。

たとえば、当社が有するノウハウや商品・サービスをご評

価いただける顧客企業に対しては適正な価格で最大限の

努力をもって対応する。一方、ご評価いただけず取引内容

の改善が見込めない場合には取引を辞退する。こうした自

信と誇りに基づいた営業姿勢の徹底を図りました。来期も

気を緩めることなく意識改革を推し進めていきたいと考

えています。

Management Message

当期の連結業績は、大幅な利益改善を果たすことができました。
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　創業からこれまで、当社は、顧客への営業対応からメディ

アの仕入、番組の制作等まで一連の業務を一人の営業部員

が担う、属人性の高い体制を取ってきました。しかし、メ

ディアの仕入価格上昇によりテレビ通販での費用対効果

を維持することが難しくなり、取扱メディアも増え、新た

なビジネスが立ち上がってきたことで、従来の体制では営

業部員の負担が大きくなり、全ての顧客企業に提供するソ

リューションの質を一定の高いレベルに保つことが難しく

なってきました。この負担の大きさが、営業力の低下や収

益管理の不徹底にもつながっていました。

　そこで、本年3月1日付でスタートを切った2015年2

月期は、“強い個人が強く結束して、企業と消費者を強く

結束させる組織”という組織像のもと、オールマイティな

プロフェッショナルではなく、社員の資質に合わせて各部

門のプロフェッショナルが育ち活躍できる場を設けるこ

とに主眼を置きました。具体的には、テレビ放送枠やコー

ルセンターソリューションなどの仕入や戦略の立案、効果

分析などを担う「商品企画部」、映像等の制作を担う「制作

部」などを新設し、営業部員が本業である営業活動に専念

できる体制としました。また、営業部についても、主に既

存顧客企業を担当する「第1営業部」と主に新規顧客企業

を担当する「第2営業部」に再編して、適材適所の社員配

置による成果の最大化を図る体制としました。

　更に、本年3月には、子会社のメールカスタマーセン

ター株式会社と共に新事務所への移転を行いました。これ

には、今後の人員増に対応したオフィス環境を整備するこ

と、子会社とオフィスを共にすることで事業シナジーのよ

り一層の拡大を図ることなどの狙いがあります。

　こうした新たな組織・体制は、当社グループの提案力の

強化、更なる利益体質の改善に必ずや寄与していくものと

期待しております。

各部門のプロフェッショナルが結束する新たな組織体系により、提案力の
強化と更なる利益体質の改善を図ってまいります。
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中期経営計画の最終年度は、中長期的な成長基盤の構築を重視した
施策を展開してまいります。

　2013年2月期よりスタートした3カ年の中期経営計画

も、2014年3月からいよいよ最終年度となりました。残

念ながら2015年2月期の連結売上高目標は下げざるを得

ない状況となり、先ずは、株主の皆様にお詫びを申し上げ

ます。ただその一方で、これまでの2年間の戦略推進によっ

て新規事業の基盤整備を着実に進め、今後に向けた大きな

飛躍の芽を開かせることができました。

　「既存事業の再成長」、「WEBマーケットへの進出と育

成」、「CRMビジネスの創出と育成」、「海外マーケットへ

の進出と育成」の4つの戦略を推し進める中、最終年度

（2015年2月期）は、次の中期経営計画も見据えながら中

長期的な成長基盤の構築を重視した施策を展開してまい

ります。

　このうち、現在の当社グループの屋台骨である既存事業

については、成長路線の早期回復が不可欠であると認識し

ております。そのための施策として、組織の大胆な改変、

テレビの価値の再評価に繋がる新たな手法の導入などを

行いました。

　近年、“テレビの力が落ちているのではないか”といった

声が、テレビ通販業界でささやかれていました。テレビを活

用しても商品が売れない、赤字になる、だから出稿を手控え

るといった顧客企業も現れていました。実は、当社の既存事

業の売上高が低迷し

ている要因の一つが

これです。

　しかし、現実には今

やテレビ、WEB（イン

ターネット/モバイル）、

カタログなどの手段が

普及した通販環境の中

で、消費者はメディア

の間を縦横に行き交い

ながら最終的な注文先

を都度の判断で決め

ています。そのため、商品情報の入手先と注文先は必ずしも

一致していません。テレビ通販番組を放映したからといって

視聴者がコールセンターで注文するわけではなくなっている

のに、我々はテレビ通販を支援した成果をコールセンター受

注件数でしか測れていなかったのです。

　今回私たちは、外部の分析会社の協力を得て、業界で初

めて、テレビを見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラ

インアトリビューション）を可視化することに成功しまし

た。これは、今後の戦略を展開していく上で非常に大きな

武器となり、当社の競争力が更に高まっていくものと考え

ております。

　テレビがWEB購入に大きな影響を与えているという分

析結果に基づいて、どのようなメディアミックスが最大の

効果をもたらすかという独自のマーケティング予算配分

の最適化プランを提案することが可能となります。

　これによって、テレビというメディアの価値に対する

当社はこの度、テレビ通販が視聴者をWEB購入に誘導する役割を担って
きていることを明らかにし、強力な武器を手に入れました。

マネジメント・メッセージ
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評価を回復させ、中期的な戦略テーマである「既存事業の

再成長」と「WEBマーケットへの進出と育成」を力強く

後押しするとともに、当社が標榜する“ダイレクトマーケ

ティングのトータルソリューション”の質的向上を大きく

前進させることができると考えています。

　私たちは2013年2月期まで3期連続の減益という厳し

い局面を経験したことで、“自ら変わる”という積極的な

判断をし、現在、新しい成長基盤の構築に向けた変化の過

渡期にあります。その中で、2014年2月期に増収および

大幅増益を果たすことができたことは、一つの大きな自信

になっています。5月からは、経営の監督機能と業務執行

機能を明確にし、意思決定を迅速化するべく執行役員制度

を導入しました。同時に、これまで代表取締役2名体制で

あったところを丸田1名とし、丸田は代表取締役として監

督機能の強化、妹尾は社長執行役員として業務執行の指揮

を執ることといたしました。今後の事業拡大に対応した新

たな経営体制と新たな組織の下、私たちは、既存事業の再

成長と新規事業の拡

大という成果の獲得

がこれから本格化し

ていくものと確信し

ております。

　株主の皆様には、引

き続きご支援を賜り、

当社の今後の成長を

末永く見届けていた

だきますようお願い申

し上げます。

新たな経営体制の下、既存事業の再成長と新規事業の拡大という成果の
獲得が、これから本格化していくものと確信しております。

　当社グループは次期において、既存のダイレクトマーケティング支

援事業の再成長を目指し、「営業力強化」「商品力強化」「コスト適正化」

を実施し、収益性の改善を図ってまいります。同時に、中長期的な成

長を目指し、「WEBビジネスの推進」「CRMビジネスの推進」「国際

ビジネスの推進」に積極的に取り組んでまいります。販売費及び一般

管理費については、人件費の上昇や本社移転に伴う地代家賃の増加及

び減価償却費の増加等による増加を見込んでおりますが、売上総利益

の拡大で吸収し、増収増益を維持する見通しです。

　以上を踏まえ、2015年2月期の連結業績予想につきましては、 

売上高36,100百万円（前期比0.2％増）、営業利益817百万円（前期比5.5％増）、経常利益786百万円（前期比1.2％増）、

当期純利益424百万円（前期比13.1％増）を見込んでおります。

 次期（2015年2月期）の業績見通しについて

2014年2月期
（実績）

2015年2月期
（予想）

売上高 36,023 36,100

営業利益 775 817

経常利益 777 786

当期純利益 374 424

■ 2015年2月期通期業績予想 （2014年3月31日公表）

（百万円）

注）上記の2015年2月期の業績予想は、2014年3月
31日現在の予想であり、様々な要因により大きく
異なることがある点をご留意ください。

Management Message



商品

商品代金

トライステージのサービス概要

トライステージのビジネスモデル

トライステージの強み「映像でモノを売る力」

　トライステージグループは、豊富
な経験とノウハウに基づき、ダイレ
クトマーケティング支援のパイオニ
アとして、顧客企業に総合的な支援
を行っています。テレビ通販番組枠
の提供をはじめ、商品開発から顧客
管理まで、通信販売実施に必要なあ
らゆるサービスをワンストップで提
供するのが当社の特徴です。

広告会社・テレビ局との安
定取引により、豊富なテレ
ビ通販番組放送枠を確保し
ています。

豊富なテレビ番組放送枠1

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。

A社 B社 C社

注文

コール
センター

消費者

受注管理ノウハウ2

データ・情報の蓄積、分析

（1）効果的な媒体選定、（2）
消費者の目を引く番組制
作、（3）効率的な受注の実
施を可能にするデータ・情報
を蓄積し、分析しています。

多種多様な
『商品』の
取り扱い実績

多種多様な
『媒体』の
取り扱い実績

データベース
の蓄積

分析

3

トライステージの歩み

　トライステージグループは、ダイ
レクトマーケティングに必要なサー
ビスを仕入・外注し、当社独自のノウ
ハウを加えて顧客企業に提供してお
ります。仕入・外注費に商品の売上に
応じた報酬を加えたサービス代金を
収益源としております。

消費者

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提供

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

見る 注文する 支払う・受け取る 継続する

消費者 仕入れ先・外注先顧客企業（販売事業者）

トライステージグループ

• 広告代理店
• 媒体社
• メディアレップ
• 番組制作会社
• コールセンター
• 物流会社 etc.  

サービス
代金

企画提案
各種
サービス

仕入れ・
外注費

ダイレクトマーケティング事業を実施する企業に対して、テレ
ビやインターネット等のメディアを使用した商品・サービスの
販売や集客のサポートと、顧客管理に至るまでのプロセスの
各種ソリューションを提供することを事業目的に、東京都港区
に株式会社トライステージを設立。

2006年3月　株式会社トライステージ設立

株式会社ブレインパッドとの協業により
マーケティング予算配分最適化サービスを開始。

2006 2007 2008 2012 2013 2014

CRMビジネスの強化を目的に、顧客育成
フェーズにおけるダイレクトメールの発送代
行に大きな強みを有する同社を子会社化。

2012年11月

創業から約2年
半で東京証券
取引所マザー
ズ市場に上場。

2008年8月　東証マザーズ上場

既存事業の
再成長

WEBマーケットへの
進出と育成

CRMビジネスの
創出と育成

海外マーケットへの
進出と育成

ベストバイワールド社と共同でシンガポール
での通販支援事業を開始。

■ 名称
■ 所在地
■ 代表者
■ 事業内容

■ 資本金
■ 設立

メールカスタマーセンター株式会社
東京都港区海岸一丁目2番20号
代表取締役 濱嵜　勝海
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
42百万円（2014年2月末現在）
1999年7月2日

会
社
概
要

トライステージ
の成長戦略23.6％

地上波テレビ通販の番組放送枠に
対する当社シェア（2013年9月末 当社調べ）

Zenith Media Malaysia社と共同で、
マレーシアでのテレビ通販支援事業を開始。

2013年9月3

2

aCommerce社と共同でタイでの
通販支援事業を開始。

2013年12月4 5 2014年3月 2014年4月

1 3 4 5 6

6

■ M&A等で資金を有効活用
 し、ROE、EBITDAを意識
 した経営を行う

■ 今期の重点施策を実現し、
 中期的な成長の基盤を作る

■ 数値目標（2015年2月期）

 連結売上高　　400億円
既存ビジネスによる売上高

約３６０億円

新たなビジネスによる売上高
約40億円

既存事業の
再成長

P7

WEBマーケット
への進出と育成

海外マーケット
への進出と育成

CRMビジネス
の創出と育成

P8

1

2

3

4

P7

海外事業スタート

ベトナムでダイレクトマーケティング
支援事業を開始。

2012年10月1

顧客企業（ダイレクトマーケティング企業）のバリューチェーンに 必要なソリューションをトータルで提供

顧客企業のダイレクト マーケティング事業を総合的に支援

2

メールカスタマーセンター株式会社を子会社化
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商品代金

トライステージのサービス概要

トライステージのビジネスモデル

トライステージの強み「映像でモノを売る力」

　トライステージグループは、豊富
な経験とノウハウに基づき、ダイレ
クトマーケティング支援のパイオニ
アとして、顧客企業に総合的な支援
を行っています。テレビ通販番組枠
の提供をはじめ、商品開発から顧客
管理まで、通信販売実施に必要なあ
らゆるサービスをワンストップで提
供するのが当社の特徴です。

広告会社・テレビ局との安
定取引により、豊富なテレ
ビ通販番組放送枠を確保し
ています。

豊富なテレビ番組放送枠1

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。

A社 B社 C社

注文

コール
センター

消費者

受注管理ノウハウ2

データ・情報の蓄積、分析

（1）効果的な媒体選定、（2）
消費者の目を引く番組制
作、（3）効率的な受注の実
施を可能にするデータ・情報
を蓄積し、分析しています。

多種多様な
『商品』の
取り扱い実績

多種多様な
『媒体』の
取り扱い実績

データベース
の蓄積

分析

3

トライステージの歩み

　トライステージグループは、ダイ
レクトマーケティングに必要なサー
ビスを仕入・外注し、当社独自のノウ
ハウを加えて顧客企業に提供してお
ります。仕入・外注費に商品の売上に
応じた報酬を加えたサービス代金を
収益源としております。

消費者

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提供

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

見る 注文する 支払う・受け取る 継続する

消費者 仕入れ先・外注先顧客企業（販売事業者）

トライステージグループ

• 広告代理店
• 媒体社
• メディアレップ
• 番組制作会社
• コールセンター
• 物流会社 etc.  

サービス
代金

企画提案
各種
サービス

仕入れ・
外注費

ダイレクトマーケティング事業を実施する企業に対して、テレ
ビやインターネット等のメディアを使用した商品・サービスの
販売や集客のサポートと、顧客管理に至るまでのプロセスの
各種ソリューションを提供することを事業目的に、東京都港区
に株式会社トライステージを設立。

2006年3月　株式会社トライステージ設立

株式会社ブレインパッドとの協業により
マーケティング予算配分最適化サービスを開始。

2006 2007 2008 2012 2013 2014

CRMビジネスの強化を目的に、顧客育成
フェーズにおけるダイレクトメールの発送代
行に大きな強みを有する同社を子会社化。

2012年11月

創業から約2年
半で東京証券
取引所マザー
ズ市場に上場。

2008年8月　東証マザーズ上場

既存事業の
再成長

WEBマーケットへの
進出と育成

CRMビジネスの
創出と育成

海外マーケットへの
進出と育成

ベストバイワールド社と共同でシンガポール
での通販支援事業を開始。

■ 名称
■ 所在地
■ 代表者
■ 事業内容

■ 資本金
■ 設立

メールカスタマーセンター株式会社
東京都港区海岸一丁目2番20号
代表取締役 濱嵜　勝海
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
42百万円（2014年2月末現在）
1999年7月2日

会
社
概
要

トライステージ
の成長戦略23.6％

地上波テレビ通販の番組放送枠に
対する当社シェア（2013年9月末 当社調べ）

Zenith Media Malaysia社と共同で、
マレーシアでのテレビ通販支援事業を開始。

2013年9月3

2

aCommerce社と共同でタイでの
通販支援事業を開始。

2013年12月4 5 2014年3月 2014年4月

1 3 4 5 6

6

■ M&A等で資金を有効活用
 し、ROE、EBITDAを意識
 した経営を行う

■ 今期の重点施策を実現し、
 中期的な成長の基盤を作る

■ 数値目標（2015年2月期）

 連結売上高　　400億円
既存ビジネスによる売上高

約３６０億円

新たなビジネスによる売上高
約40億円

既存事業の
再成長

P7

WEBマーケット
への進出と育成

海外マーケット
への進出と育成

CRMビジネス
の創出と育成

P8

1

2

3

4

P7

海外事業スタート

ベトナムでダイレクトマーケティング
支援事業を開始。

2012年10月1

顧客企業（ダイレクトマーケティング企業）のバリューチェーンに 必要なソリューションをトータルで提供

顧客企業のダイレクト マーケティング事業を総合的に支援

2

メールカスタマーセンター株式会社を子会社化
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“既存事業の再成長”と “WEBマーケットへの進出と育成”に向けて・・・ “CRMビジネスの創出と育成”に向けて・・・

実は、WEB受注の大部分はテレビの影響によるものであった。
この事実を調査によって可視化できる新たな武器を手に入れたことで、
トライステージの提案力と競争力は、今後、格段に向上する。

テレビの貢献度を可視化！ CRMビジネスのシナジー拡大！

※テレビをはじめとするオフラインメディアを見てWEB購入に至る貢献度

既存事業の売上拡大 ネット広告への進出

　オフラインアトリビューションの可視化によるマーケティング
予算配分最適化サービスにより、既存事業の売上拡大やネット広
告への進出などに展開してまいります。

　継続的な収益を確保するためのCRMビジネスにおいては、獲得した顧客との間に良好な関係性を構築し続けることが重要です。
そのための継続的な顧客との接触には、ダイレクトメールやメールマガジンなどのメール配信、もしくは電話（アウトバウンド）しかあ
りません。CRMビジネスのさらなる推進には、ダイレクトメール発送代行事業の拡大が大きな要となってきます。

　テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、消費者の

マルチスクリーン化が進んでいる昨今、商品購入までの流れ

もまた多様化しています。私自身もテレビで商品を見てネット

で検索しWEB申込することがよくあります。しかし、従来のメ

ディア評価は、コールセンターの受注件数でテレビを評価し、

WEB申込件数でWEBを評価するという単純なものであるた

め、各メディアの正当な評価が行われていませんでした。

　そこで当社は、マーケティング領域での分析実績とオフライ

ンアトリビューション（※）の分析ノウハウを有する株式会社ブレ

インパッドをパートナーに迎え、オフラインアトリビューション

の可視化を実現しました。そして、この分析技術を用いてテス

ト的に当社の顧客企業数社の分析を行った結果、テレビの影

響はWEB受注全体の最大80％から最小でも20％という非

常に大きなものであることが判明しました。これにより、これま

で低く見積もられていたテレビのメディア価値が再評価され

ることとなり、既にオフラインアトリビューションの可視化を基

礎とした提案を求める多数のお声掛けをいただいております。

　この新たな武器を手に入れたことで、当社は、主力のテレビ

を中心とした既存事業に弾みがつくだけでなく、マーケティン

グ予算配分最適化という付加価値の高い提案が可能となり、

当社の競争力は更に高まるものと考えております。そして、こ

れを契機として新たにネット広告事業への進出も図ってまいり

ます。

　当社（メールカスタマーセンター）は、ダイレクトメール発送

代行における業界のリーディングカンパニーとして、約600社

のお客様から年間約1億5千万通に及ぶDM発送代行のご依

頼をいただいております（前期実績ベース）。この信頼の背景

には、物流大手2社（日本郵便・ヤマト運輸）との大口割引契約

に基づき格安の対応が可能な事業基盤を有すること、届かな

い可能性のある配送先に対する対策として「電話調査システ

ム」によりお客様の無駄な発送を抑え、コスト削減に貢献して

いること、等があげられます。

　こうした強みを持つ当社が、トライステージの独自のメソッド

（顧客分析ノウハウ、クリエイティブフレーム、アウトバウンドス

クリプト）と融合していくことで、お客様のコストメリット（コスト

削減効果）だけでなく、お客様の売上拡大を支援することも可

能になり、トライステージグループの競争優位性は更に高まっ

ていくものと考えております。

　消費者の手元に届くダイレクトメールは、“手で触れられ、手

元に残る”というITメディアとの違いを大きな存在価値とし、今

後、リテンション（既存のお客様に何度もご購入いただくこと）

の充実・強化に欠かすことのできないコミュニケーション手段

として、重要度が増していくものと確信しております。この確信

のもと、当社は、トライステージグループの一員として独自性

と競争力の高いCRMビジネスの一翼を担い、これからもお客

様の良きパートナーとして歩み続けてまいります。

■ 株式会社トライステージ　取締役 執行役員 前田 充章

オフラインアトリビューション※の可視化によって広がる可能性 CRMビジネス推進の要■ 投資対効果の改善イメージ

WEB申込みへの
テレビ貢献度
可視化により

テレビのメディア
価値が向上

WEB申込み、
WEB広告への

テレビの影響力の
大きさを実証

1 2

トライステージグループの一員となって1年半が経過。
両社の強みを融合させ、
独自性と競争力の高いCRMビジネスの展開を目指す。

予算配分パターン（予算総額は同じ）

予算は同じでも、配分により受注数増加

出
稿
金
額

受
注
数

テレビ 新聞 ラジオ 雑誌 チラシ WEB
純広告

リス
ティング

過去出稿実績 最適配分プラン

過去出稿実績
最適配分プラン

の両輪とアクイジション
新規のお客様を集める 既存のお客様に継続してご購入いただく

リテンション

トライステージ
メソッド構築

独自の
顧客分析
ノウハウ

独自の
アウトバウンド
スクリプト

独自の
クリエイティブ
フレーム

ダイレクトメール
発送代行事業の拡大

■ メールカスタマーセンター株式会社　代表取締役社長
■ 株式会社トライステージ　執行役員 濱嵜 勝海

を最大化LTV
顧客生涯価値
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“既存事業の再成長”と “WEBマーケットへの進出と育成”に向けて・・・ “CRMビジネスの創出と育成”に向けて・・・

実は、WEB受注の大部分はテレビの影響によるものであった。
この事実を調査によって可視化できる新たな武器を手に入れたことで、
トライステージの提案力と競争力は、今後、格段に向上する。

テレビの貢献度を可視化！ CRMビジネスのシナジー拡大！

※テレビをはじめとするオフラインメディアを見てWEB購入に至る貢献度

既存事業の売上拡大 ネット広告への進出

　オフラインアトリビューションの可視化によるマーケティング
予算配分最適化サービスにより、既存事業の売上拡大やネット広
告への進出などに展開してまいります。

　継続的な収益を確保するためのCRMビジネスにおいては、獲得した顧客との間に良好な関係性を構築し続けることが重要です。
そのための継続的な顧客との接触には、ダイレクトメールやメールマガジンなどのメール配信、もしくは電話（アウトバウンド）しかあ
りません。CRMビジネスのさらなる推進には、ダイレクトメール発送代行事業の拡大が大きな要となってきます。

　テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、消費者の

マルチスクリーン化が進んでいる昨今、商品購入までの流れ

もまた多様化しています。私自身もテレビで商品を見てネット

で検索しWEB申込することがよくあります。しかし、従来のメ

ディア評価は、コールセンターの受注件数でテレビを評価し、

WEB申込件数でWEBを評価するという単純なものであるた

め、各メディアの正当な評価が行われていませんでした。

　そこで当社は、マーケティング領域での分析実績とオフライ

ンアトリビューション（※）の分析ノウハウを有する株式会社ブレ

インパッドをパートナーに迎え、オフラインアトリビューション

の可視化を実現しました。そして、この分析技術を用いてテス

ト的に当社の顧客企業数社の分析を行った結果、テレビの影

響はWEB受注全体の最大80％から最小でも20％という非

常に大きなものであることが判明しました。これにより、これま

で低く見積もられていたテレビのメディア価値が再評価され

ることとなり、既にオフラインアトリビューションの可視化を基

礎とした提案を求める多数のお声掛けをいただいております。

　この新たな武器を手に入れたことで、当社は、主力のテレビ

を中心とした既存事業に弾みがつくだけでなく、マーケティン

グ予算配分最適化という付加価値の高い提案が可能となり、

当社の競争力は更に高まるものと考えております。そして、こ

れを契機として新たにネット広告事業への進出も図ってまいり

ます。

　当社（メールカスタマーセンター）は、ダイレクトメール発送

代行における業界のリーディングカンパニーとして、約600社

のお客様から年間約1億5千万通に及ぶDM発送代行のご依

頼をいただいております（前期実績ベース）。この信頼の背景

には、物流大手2社（日本郵便・ヤマト運輸）との大口割引契約

に基づき格安の対応が可能な事業基盤を有すること、届かな

い可能性のある配送先に対する対策として「電話調査システ

ム」によりお客様の無駄な発送を抑え、コスト削減に貢献して

いること、等があげられます。

　こうした強みを持つ当社が、トライステージの独自のメソッド

（顧客分析ノウハウ、クリエイティブフレーム、アウトバウンドス

クリプト）と融合していくことで、お客様のコストメリット（コスト

削減効果）だけでなく、お客様の売上拡大を支援することも可

能になり、トライステージグループの競争優位性は更に高まっ

ていくものと考えております。

　消費者の手元に届くダイレクトメールは、“手で触れられ、手

元に残る”というITメディアとの違いを大きな存在価値とし、今

後、リテンション（既存のお客様に何度もご購入いただくこと）

の充実・強化に欠かすことのできないコミュニケーション手段

として、重要度が増していくものと確信しております。この確信

のもと、当社は、トライステージグループの一員として独自性

と競争力の高いCRMビジネスの一翼を担い、これからもお客

様の良きパートナーとして歩み続けてまいります。

■ 株式会社トライステージ　取締役 執行役員 前田 充章

オフラインアトリビューション※の可視化によって広がる可能性 CRMビジネス推進の要■ 投資対効果の改善イメージ

WEB申込みへの
テレビ貢献度
可視化により

テレビのメディア
価値が向上

WEB申込み、
WEB広告への

テレビの影響力の
大きさを実証

1 2

トライステージグループの一員となって1年半が経過。
両社の強みを融合させ、
独自性と競争力の高いCRMビジネスの展開を目指す。

予算配分パターン（予算総額は同じ）

予算は同じでも、配分により受注数増加

出
稿
金
額

受
注
数

テレビ 新聞 ラジオ 雑誌 チラシ WEB
純広告

リス
ティング

過去出稿実績 最適配分プラン

過去出稿実績
最適配分プラン

の両輪とアクイジション
新規のお客様を集める 既存のお客様に継続してご購入いただく

リテンション

トライステージ
メソッド構築

独自の
顧客分析
ノウハウ

独自の
アウトバウンド
スクリプト

独自の
クリエイティブ
フレーム

ダイレクトメール
発送代行事業の拡大

■ メールカスタマーセンター株式会社　代表取締役社長
■ 株式会社トライステージ　執行役員 濱嵜 勝海

を最大化LTV
顧客生涯価値
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2013 2014

企業サイト
リニューアル

詳しくは P13 をご参照ください。

5月 6月 9月 10月 12月 4月11月

2013年6月、企業サイトをリニューアルオープン。より見やすく、使い
やすいページを目指し生まれ変わりました。また、リニューアル後、大和
インベスター・リレーションズ株式会社と日興アイ・アール株式会社の両
社から優秀なホームページとして選定されました。

個人投資家向け
説明会を実施

2013年12月、東京にて個人
投資家向け説明会を実施い
たしました。ブースを設置し、
多くの個人投資家の皆様と
交流させていただきました。

3月

本社移転

本社および当社グループ各社の事務所を移転

2014年3月より、本社および当社
グループ各社の事務所を港区海岸
一丁目に移転いたしました。

関連記事を P7 に掲載しております。

新サービス開始

株式会社ブレインパッドとの協業により
マーケティング予算配分最適化
サービスを開始

2014年4月、株式会社ブレインパッドと協業し、テレビを
見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリ
ビューション）を統計的な方法を用いて可視化し、顧客企
業のマーケティング予算額とその配分を最適化させる新
たなサービスの提供を開始いたしました。本サービスを
提供することにより、顧客企業は同じ予算でも投資対効
果の改善を目指すことが可能となります。

海外展開

シンガポールでの
通販支援事業を開始

2014年3月より、ASEANにて大手
ECサイトを展開するベストバイワー
ルド社と共同で、シンガポールにおけ
るWEB通販支援事業を開始。同社の
ECサイトおよび流通網と、当社の強
みである動画制作力とASEAN4ヵ
国でのマーケティングデータを活か
し、WEBプロモーションを展開してま
いります。

海外展開

2013年12月より、aCommerce社と共同
で、タイでのテレビとWEBを連動させた通販
支援事業を開始。ASEAN地域を中心とした
海外での通販支援事業において、ベトナム、マ
レーシア、台湾に続きASEAN地域4カ国目と
して、タイでの通販支援事業に参入いたしま
した。

aCommerce社と共同でタイでの
通販支援事業を開始

タイでの番組制作の様子

個人投資家向け
説明会を実施

2013年11月、東京にて個人投資
家向け説明会を実施いたしました。

株式の立会外分売を実施

2013年10月、当社株式の流動性向上、株
主数の増加および分布状況改善をはかるた
め、株式の立会外分売を実施いたしました。

海外展開

Zenith Media CEO Gerald Miranda （右）
トライステージ 取締役 鈴木雄太郎 （左）

マレーシアでのテレビ通販支援事業を開始

2013年9月より、マレーシアの大手広告
代理店であるZenith Media Malaysia
社と共同で新事業を開始いたしました。同
社との連携により、顧客企業のニーズに
マッチした最適なローカルメディアをス
ムーズに買い付けることが可能に。これま
で当社が培ってきたノウハウをもとに、マ
レーシア市場に適応したスタイルで事業
拡大を目指しております。

株主優待制度の拡充を発表

2013年9月、株主優待制度の拡充に関する
お知らせを発表いたしました。

個人投資家向け
説明会を実施

2013年6月、東京にて個人投資家
向け説明会を実施いたしました。

株主総会

2013年5月、芝パークホテルにて第7期定時株主総
会を行いました。株主総会後は事業戦略の説明会と
懇親会を開催いたしました。

エントランス ビル外観

Internet IR
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TOPICS　2013-2014



2013 2014

企業サイト
リニューアル

詳しくは P13 をご参照ください。

5月 6月 9月 10月 12月 4月11月

2013年6月、企業サイトをリニューアルオープン。より見やすく、使い
やすいページを目指し生まれ変わりました。また、リニューアル後、大和
インベスター・リレーションズ株式会社と日興アイ・アール株式会社の両
社から優秀なホームページとして選定されました。

個人投資家向け
説明会を実施

2013年12月、東京にて個人
投資家向け説明会を実施い
たしました。ブースを設置し、
多くの個人投資家の皆様と
交流させていただきました。

3月

本社移転

本社および当社グループ各社の事務所を移転

2014年3月より、本社および当社
グループ各社の事務所を港区海岸
一丁目に移転いたしました。

関連記事を P7 に掲載しております。

新サービス開始

株式会社ブレインパッドとの協業により
マーケティング予算配分最適化
サービスを開始

2014年4月、株式会社ブレインパッドと協業し、テレビを
見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリ
ビューション）を統計的な方法を用いて可視化し、顧客企
業のマーケティング予算額とその配分を最適化させる新
たなサービスの提供を開始いたしました。本サービスを
提供することにより、顧客企業は同じ予算でも投資対効
果の改善を目指すことが可能となります。

海外展開

シンガポールでの
通販支援事業を開始

2014年3月より、ASEANにて大手
ECサイトを展開するベストバイワー
ルド社と共同で、シンガポールにおけ
るWEB通販支援事業を開始。同社の
ECサイトおよび流通網と、当社の強
みである動画制作力とASEAN4ヵ
国でのマーケティングデータを活か
し、WEBプロモーションを展開してま
いります。

海外展開

2013年12月より、aCommerce社と共同
で、タイでのテレビとWEBを連動させた通販
支援事業を開始。ASEAN地域を中心とした
海外での通販支援事業において、ベトナム、マ
レーシア、台湾に続きASEAN地域4カ国目と
して、タイでの通販支援事業に参入いたしま
した。

aCommerce社と共同でタイでの
通販支援事業を開始

タイでの番組制作の様子

個人投資家向け
説明会を実施

2013年11月、東京にて個人投資
家向け説明会を実施いたしました。

株式の立会外分売を実施

2013年10月、当社株式の流動性向上、株
主数の増加および分布状況改善をはかるた
め、株式の立会外分売を実施いたしました。

海外展開

Zenith Media CEO Gerald Miranda （右）
トライステージ 取締役 鈴木雄太郎 （左）

マレーシアでのテレビ通販支援事業を開始

2013年9月より、マレーシアの大手広告
代理店であるZenith Media Malaysia
社と共同で新事業を開始いたしました。同
社との連携により、顧客企業のニーズに
マッチした最適なローカルメディアをス
ムーズに買い付けることが可能に。これま
で当社が培ってきたノウハウをもとに、マ
レーシア市場に適応したスタイルで事業
拡大を目指しております。

株主優待制度の拡充を発表

2013年9月、株主優待制度の拡充に関する
お知らせを発表いたしました。

個人投資家向け
説明会を実施

2013年6月、東京にて個人投資家
向け説明会を実施いたしました。

株主総会

2013年5月、芝パークホテルにて第7期定時株主総
会を行いました。株主総会後は事業戦略の説明会と
懇親会を開催いたしました。

エントランス ビル外観

Internet IR
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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 （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）自己資本比率 （単位：%）
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財務ハイライト 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。



12Business Report 2014

連結要約財務諸表 Consolidated Financial Statements

前 期
2013年2月28日

当期
2014年2月28日

（資産の部）

流動資産 11,219,539 11,291,163

固定資産 1,105,707 1,450,525

　有形固定資産 111,248 326,926

　無形固定資産 520,335 470,464

　投資その他の資産 474,122 653,134

資産合計 12,325,246 12,741,689

前 期
2013年2月28日

当期
2014年2月28日

（負債の部）

流動負債 3,566,302 3,685,059

固定負債 371,428 441,881

負債合計 3,937,730 4,126,941

（純資産の部）

株主資本 8,356,180 8,592,925

その他の包括利益累計額 — △ 1,283

少数株主持分 31,335 23,105

純資産合計 8,387,515 8,614,747

負債純資産合計 12,325,246 12,741,689

（単位：千円）

前 期
2012年3月　1日～
2013年2月28日　

当期
2013年3月　1日～
2014年2月28日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 127,802 719,781

投資活動による
キャッシュ・フロー 828,962 △ 1,038,865

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 137,805 30,703

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 818,959 △ 288,380

現金及び
現金同等物の期首残高 1,028,955 1,847,914

現金及び
現金同等物の期末残高 1,847,914 1,559,534

（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
2012年3月　1日～
2013年2月28日　

当期
2013年3月　1日～
2014年2月28日　

売上高 33,826,160 36,023,571

　売上原価 31,145,365 33,131,144

売上総利益 2,680,794 2,892,427

　販売費及び一般管理費 2,184,073 2,116,978

営業利益 496,720 775,448

　営業外収益 10,960 9,935

　営業外費用 4,145 7,979

経常利益 503,535 777,404

　特別損失 683 98,082

税金等調整前当期純利益 502,852 679,321

　法人税、住民税及び事業税 423,710 276,690

　法人税等調整額 △ 171,020 38,619

　少数株主損益調整前
　当期純利益 250,162 364,011

　少数株主利益又は
　少数株主損失（△）　 1,959 △ 10,938

当期純利益 248,202 374,949

（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等が減少した一
方で、有価証券等が増加したことから、前期末比4億1,644万円
増の127億4,168万円となりました。また、純資産合計は、利
益剰余金等の積み増しから株主資本が増えたことにより、同2億
2,723万円増の86億1,474万円となりました。このように当社
は、引き続き盤石な財務基盤を維持しております。
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株主関連情報 Shareholders Information

株主アンケート
集計結果のご報告

第8期第2四半期株主通信におきまして、第10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270名の株主様（返信率15.7％）
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 71.5%
■ 女性 19.6%
■ 無記入 8.9%

■ ～20代 3.3%
■ 30代 14.8%
■ 40代 21.1%
■ 50代 18.9%
■ 60代 24.8%
■ 70代～ 14.4%
■ 無記入 2.6%

性別

年齢

0.0 20.010.0 40.030.0（%）

14.0

5.7

5.7

2.7

35.0安定的な配当

22.9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

事業領域を絞った
拡大戦略

事業領域の拡大

その他

14.0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」35.0％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」22.9％、③
「積極的な成長戦略」と「財務体質の健全性確保」がともに14.0％
という順番となりました。

株主優待制度 配当政策

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、株主優待制度を新設し、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。

　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、経営成績及び財務状態を勘
案し、適切な利益還元策を検討し実施する必要
があると考えております。
　内部留保資金については、引き続き、財務体質
及び経営基盤の強化、資本提携を含めた重点分
野への投資等に使用する方針です。

保有株式数 基準日 第2四半期（8月末）

100株以上500株未満 1,000円相当のクオカード

500株以上 2,000円相当のクオカード

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

　当期につきましては、重点分野への投資のため
の内部留保の拡充を図りつつも、同時に株主様へ
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20円の配当を実施
させていただきました。

　次期配当につきましては、当期と同額の20円
の配当を実施する予定です。

■拡充の内容

2014年2月末より、株主優待制度を拡充いたしました。

（変更前）

●8月末に加え、2月末を基準日とした株主優待を追加
●500株以上保有の株主数への優待品を、2,000円相当から5,000円相当の 
　クオカードへ拡充

（変更後）

当期（2014年2月期）の配当

次期（2015年2月期）の配当予想
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株式関連情報／会社情報 Stock Information/Corporate Data

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,607,400株

 株主数 3,532名

株式の状況 （2014年2月28日現在）

 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 643,642千円

 従業員数 連結 155名　単体 129名

会社概要 （2014年2月28日現在）

株式分布状況

金融機関
3名
0.08%

その他の法人
23名
0.65%

金融商品取引業者
13名
0.37%

自己名義株式
1名
0.03%

外国法人等
23名
0.65%

個人・その他
3,469名
98.22%

金融機関
78,000株
1.03%

その他の法人
37,300株
0.49%

金融商品取引業者
19,732株
0.26%

自己名義株式
150,204株
1.97%

外国法人等
2,007,500株
26.39%

個人・その他
5,314,664株
69.86%

所有者数別

所有株数別

（2014年2月28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 執行役員 鈴木雄太郎 

 取締役 執行役員 野口　　卓 

 取締役 執行役員 前田　充章

 取締役 加島　敏幸 ※

 監査役 安島　和夫 ※

 監査役 百合本安彦 ※

 監査役 藤井　幹晴 ※

役員 （2014年5月29日現在）

※社外役員

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 1,643,100 22.03
中村　恭平 1, 265,600 16.97
妹尾　勲 1,068,100 14.32
PROSPECT JAPAN FUND 
LIMITED 756,800 10.14

MELLON BANK TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 705,200 9.45

CGML‒IPB CUSTOMER 
COLLATERAL ACCOUNT 416,400 5.58

小杉　誠 371,000 4.97
日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 53,500 0.71

STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY 
505103

45,300 0.60

グローバル・ブレイン株式会社 31,900 0.42

大株主

（注）持株比率は、自己株式150,204株を控除して計算しております。 

（2014年2月28日現在）



〒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／
　特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

 同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL　0120-232-711（通話料無料）

 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。）

▲ 投資家情報ページ

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

▲ 当社ホームページ

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

（ご注意）
１. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、
口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設さ
れている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い
できませんのでご注意ください。

２. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管
理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せく
ださい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

● 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

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL  0120-232-711（通話料無料）
[手続き書類のご請求方法]
● 音声自動応答電話によるご請求
　 0120-244-479（通話料無料）
● インターネットによるダウンロード
　 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

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

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL  0120-232-711（通話料無料）

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。


