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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。
　株式会社トライステージは、当期（2013年2月
期）より中期経営計画をスタートさせ、掲げた戦略
を積極的に推し進めてまいりました。その初年度
である当期は、その成果の一つとして、ダイレクト
メール等の発送代行で強い競争力を持つメールカ
スタマーセンター株式会社を買収し、当第3四半
期より連結決算をスタートさせました。また、海

主力の健康食品や化粧品の分野で新機軸の商品がここし

ばらく登場しておらず、商品自体の競争力が低下してき

ているという外部要因が大きな減収減益要因となってい

ることは事実です。現状は概して、商品が売れないから

費用の掛かるアクイジション（新規のお客様を集める）の

ためのメディア出稿を手控える、仮に出稿しても費用を

抑えた中途半端な規模のため十分なアクイジションにつ

ながらない、といった悪循環が発生している状況にあり

ます。前者は当社の売上低下を招き、後者は「売上の責任

はトライステージも共有する」というポリシーから当社

の利益悪化を招きます。これが、この2年間の姿です。

　しかし、当社内部にも解決すべき大きな課題があると

考えております。それは、当社と顧客企業との間におい

て本来あるべきWin-Winの関係性が崩れたのではない

かということです。トライステージは、ダイレクトマーケ

ティング企業が展開する商品開発から顧客管理までのバ

リューチェーンを総合的に支援することで、価格競争に

陥らず、あくまでもWin-Winのパートナーとして共存

共栄を図るという「トライステージ本来の強み」を発揮し

た本来のスタンスに立ち返る必要があります。この2年

間は、この基本・原点を見失った営業活動が行われていた

ものと深く反省しております。

　当期の単体業績は、誠に遺憾ながら、売上高が前期比

11.5％減、営業利益が同74.3％減となりました。特に

営業利益は、前期の19億79百万円から当期5億9百万

円へと14億70百万円もの減益を余儀なくされました。

　この営業減益の要因は主に、根本要因と当期の特殊要

因によります。

当期において、一部債権の回収に懸念が生じたことによ

る貸倒引当金が約4億円、特定の顧客企業において商品

の売上効率が急速に悪化したことに伴う多額の赤字取引

が約3億円、合計して7億近い特殊なマイナスが発生いた

しました。これを受けて、与信管理、顧客企業との取引に

おける報告ルールの徹底といった再発防止のための社内

体制を整備し、管理を徹底しております。

　前述の当期の特殊要因を除き、この2年間の業績不振

には、早期に解決していかなければならない根本的な原

因があったと考えております。

　確かに、既存顧客企業の商品サイクルが一巡し、特に

代表取締役CEO　

CEOからのごあいさつ

当期の単体業績は、誠に遺憾ながら、減収減
益となりました。

減収減益の根本要因は、「トライステージ
本来の強み」を発揮した営業活動ができて
いなかったためであると分析しております。
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外展開の本格化を目指す中で、当期はベトナムに
おいて確かな一歩を記すことができました。
　しかしその一方で、当期の業績は残念ながら計
画を下回る結果となり、次期の見通しも勘案した
結果、当初掲げた中期経営計画における2015年3
月期の連結売上高目標を500億円から450億円へ
と下方修正いたしました。株主の皆様には、深く
お詫び申し上げますとともに、今後の業績回復と
新たに設定した目標の達成に向けて、改めて全社

員のベクトルを一つに結集させ、邁進してまいり
ます。
　当期の利益配当につきましては、業績悪化に伴
い当期純利益が大幅に減少いたしましたが、財務
基盤は盤石であることから、安定的かつ継続的な
還元を重視することとし、前期と同額の1株当た
り20円とさせていただきました。
　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。

　この反省に基づき、2013年3月の経営体制変更および

組織改編において、両代表による各自代表制を採り、私自

らは営業部門の代表となり、すぐさま、骨太で筋肉質な営

業部隊への回帰的変革に着手いたしました。

　そのために私は今、顧客企業にとってWin-Winのパー

トナーであるという自負と責任を全営業員に持たせ、本

来歩むべき道筋へと引き戻すために、“意識改革”と“営

業改革”を同時に行っております。“意識改革”は、この3

カ月で集中的な取り組みを行い、かなり浸透してきたと

考えておりますが、“営業改革”については、日々の実践

と成果を積み重ねることで、早期に業績成果へと繋げて

まいりたいと考えております。

　“営業改革”のポイントは、既存顧客企業が今陥ってい

る“悪循環”を“好循環”に変えるお手伝いをすることで

す。つまり、アクイジション（新規のお客様を集める）の

ためのメディア出稿が充分にはできない顧客企業には、

まずはリテンション（既存のお客様に何度もご購入いた

だく）のノウハウをご提供してより多くの利益を上げて

いただき、その利益をアクイジションのためのメディア

出稿に充てて業容拡大につなげていただく、という好循

環です。当社はこれまで、どうしてもアクイジションを

中心とした支援を行い、リテンションへの支援が比較的

手薄となっておりましたが、今後はより深くリテンショ

ン領域に踏み込み、“真の総合支援”を展開していきたい

と考えております。その上で、2012年11月に連結子会

社化したメールカスタマーセンター株式会社が有するダ

イレクトメールにおける価格競争力の高さは、今後、大

きな武器となってくるものと考えております。

　以上のような営業基盤の再強化を基礎としながら、当

社は今後も、5つの戦略（P3参照）を推し進め、既存

事業の拡大と新規事業の創造を図ってまいります。次

期（2014年2月期）は、予想として公表した連結売上高

370億26百万円、連結営業利益8億34百万円、連結経

常利益8億3百万円、連結当期純利益4億18百万円を達

成し、成長軌道と収益性の回復を果たしたいと考えてお

ります。

　ダイレクトマーケティング市場は、競争が激化しなが

らも、今後も着実な成長が見込まれます。当社は、総合

力を武器に差別化を図り、独自の市場ポジションを築き、

より大きな企業価値の創造に向け全社一丸となって取り

組んでまいります。

Message from CEO

Win-Winのパートナーとしての自負と責
任に基づいた営業部隊へと変革してまいり
ます。

再強化した営業基盤を基礎に、中期経営計画
に掲げた戦略を推し進め、成長軌道の回復を
果たしてまいります。
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COOインタビュー

本3ヵ年の成長戦略

新業種・新領域
クライアントの発掘と育成

戦略1
WEBマーケットへの

進出と育成

戦略2
CRMビジネスの
創出と育成

戦略3
海外マーケットへの
進出と育成

戦略4

体制・人員，社員の教育・育成，資本注入を含む外部との連携の強化
戦略5

2年後…2015年2月期の数値目標

2年後
（2015年2月期）

連結売上高 450億円
（うち新たなビジネスによる連結売上高120億円）

目標

　ここ2～3年の事業環境は総じて厳しい状況が続いており
ます。この3年間で顧客企業の数は1.5倍以上に増加してお
りますが、2期連続の減収減益を余儀なくされました。顧客
企業を取り巻く競争の激化と、顧客企業に対する当社のサ

ポート力不足が主な要因であったと認識しております。既存

の顧客企業からなかなか大ヒット商品が生まれない中で、近

年、ナショナルブランドの大手企業もテレビを使用したダイ

レクトマーケティングへ相次いで参入する動きがあり、こう

した激化する競争環境の影響から販売効率が低下する顧客企

業も出てきました。テレビ番組枠やテレビCM枠の仕入環境

は、調達力の向上を相まって決して悪くはなかったのですが、

媒体費に対して商品の売上が見合わなくなったケースが少な

からず見受けられました。これに対応すべく、当社も様々な

提案を通じて顧客企業の商品・サービスの販売力強化を目指

しましたが、十分なサポート力を発揮するには至れなかった

ケースもあったと感じております。

　メディアの活用方法も徐々に変化してきました。テレビで

放送して電話で受注するという従来の方法に加え、テレビで

放送してWEBに誘導し、WEBで受注するといった方法も多

くなり、まさにクロスメディアの様相が本格化してきており

ます。

　これまで当社は、ダイレクトマーケティングに必要な全て

の機能をワンストップで提供することができる強みを武器に

成長してきましたが、こうした市場環境の変化に対応して、

今後、手薄だった機能を更に強化し、より競争力の高い『バ

リューチェーン』を築き上げていくことが不可欠であると認

識しております。

　残念ながら、当期（2013年2月期）の業績と次期の見通し
に鑑み、2015年2月期の連結売上高目標を当初より50億円
ダウンさせ450億円といたしました。この点については誠に
申し訳なく思っており、株主の皆様には心よりお詫び申し上

Q1
トライステージを取り巻く事業環境は現在、
どのような状況にありますか？

Q2
中期経営計画における目標や戦略に
変更はありますか？

変わる！変える！徹する！やり切る！

代表取締役COO

数値目標を押し下げ、利益優先の経営を行いながら
5つの戦略については継続して推し進めてまいります。



 名称 メールカスタマーセンター株式会社
 所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目50番10号3階
 代表者 代表取締役 濱嵜勝海
 事業内容 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
 資本金 42百万円（2012年11月13日現在）
 設立 1999年7月2日
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Interview with COO

げます。一方で、メールカスタマーセンター株式会社の連結

子会社化等により、新たなビジネスにおける売上高は着実に

伸長しており、その売上高目標を20億円アップさせ120億円
といたしました。

　成長戦略につきましては、当初から掲げております5つの
戦略を、変わることなく積極的に推し進めてまいります。現在、

すべての戦略について準備は順調に進んでおり、また、一定の

成果も出始めており、順次ご報告していけるものと考えてお

ります。

　ダイレクトマーケティングにおいては、獲得した顧客との

間に継続的に良好な関係性を構築し、継続的な収益を確保す

る顧客管理施策（CRM施策）が事業成功のための重要な要素

の一つです。よって、「顧客管理」（CRM）は、創業時より当社

が提供する『バリューチェーン』の構成要素の一つに掲げてお

ります。今後ますます競争が激化していくことが予想される

ダイレクトマーケティング市場において顧客企業が生き残り

を果たし、継続的に成長していくためには、CRMの強化が不

可欠であると認識し、「CRMビジネスの創出と育成」を中期

経営計画における成長戦略の一つに位置付け、強化の方向性

を探っておりました。今回のMCC社の連結子会社化は、こ

の戦略の一環です。

　MCC社は、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しております。主に新規顧客獲

得の各フェーズに強みを有する当社との連携は、両社ともに

大きなシナジー効果が見込めるものと考えております。当社

はCRMの分野でサポート力の強化により、MCC社は当社の

ノウハウを活用してトータルソリューションメニューの提供

により、両社の顧客企業のさらなる収益向上に資することが

可能となります。

　インターネット通販の発達に伴って、WEBでの注文客に対

する販促活動ではeメールなど電子的なアプローチが一般化

していますが、テレビ通販やラジオ通販においてはまだまだ

数多い、電話での注文客に対する販促活動としてはダイレク

トメールが主流であり、実はここ近年、その効果や効率性の高

さが見直されております。そうした中で、日本で指折りの到

達コストの安さを実現しているMCC社を子会社に迎え入れ

ることができたことは、今後の当社のトータルソリューション

サービスにとって大きな武器となるはずです。

　既に、既存および新規の顧客企業を対象とした、当社の従

来サービスにMCC社の機能を加えた当社のトータルサポー

ト体制の提案書を、当社のCRMビジネス推進室とMCC社

との協働作業として作成しており、“トライステージグループ

の新たなトータルパッケージ”という形で積極的な営業活動

を始めております。

　中期経営計画では成長戦略の一つとして「海外マーケット

への進出と育成」を掲げ、中長期的な海外諸国・地域への展開

を目指して、積極的に取り組んでおります。中でも現在、最も

具体的に進んでいるのがベトナムでの展開です。

Q3

昨年11月にメールカスタマーセンター株式会社
（MCC社）を連結子会社化していますが、
この狙いは何でしょうか？

Q4

海外でも
ダイレクトマーケティング支援事業が
スタートしていますね

2011/32010/3 2012/3

3,648

売上高 営業利益

4,355

6,132

1
12 29

MCC社の概要 ベトナムでの展開概要

第2弾

▶ 2013年4月20日に番組収録
を終え、6月より番組放送を
開始予定

複数社集合型
テレビ通販支援

▶ 2012年10月8日より日本企
業の健康食品のダイレクト
マーケティング支援を開始

インフォマーシャル型
テレビ通販支援

第1弾

1Close up 2Close up

ベトナム市街

撮影風景

（単位：百万円）売上高・営業利益の推移



　2つの取り組みを進めており、その一つが「インフォマー
シャル型テレビ通販支援」です。ベトナム現地のパートナー

企業と連携して、輸入販売許可申請、テレビ・WEBなどの広

告枠の買付け、テレビ通販番組・CMなどの制作、受注、物

流、決済までをトータルで顧客企業に提供できる体制を整

え、2012年10月8日より、日本企業の健康食品のベトナム
でのダイレクトマーケティング支援を開始しました。まだま

だ課題はあるものの、これが一定の成果を得たことを受けて、

2013年にはベトナムにおける第2弾として「複数社集合型
（キャラバン型）テレビ通販支援」を企画し、4月20日に無事、
日本より派遣した制作スタッフと現地制作スタッフとの共同

で番組収録を終えました。6月より番組放送開始を予定して
おりますので、その成果は順次ご報告させていただきます。

　いずれの取り組みも当社としては初めての海外マーケッ

トでの支援事業となりますが、“日本で培ってきた当社の強

みは、まだその存在を知らない海外でこそより強く求められ

る”といった手応えを感じております。現在の取り組みを是

非とも成功裏に終え、次の展開につなげていきたいと考えて

おります。

　ダイレクトマーケティングの使用メディアにおいてWEBが

急成長する中、当社では「媒体選定」において、創業以来テレビ

に圧倒的な強みを有し、今なおテレビがその大半を占めており

ます。この現状を踏まえ、WEBにおける当社独自のビジネス

モデルの創出と育成を早期に図っていくことが必要不可欠であ

ると認識し、中期的な成長戦略の一つに掲げております。

この戦略に基づき、当社は2013年5月7日に、インターネッ
ト広告事業を展開するGMOアドパートナーズとの間で合弁

会社の設立を決定し、6月4日に『株式会社トライズデジタル
ベース』を設立します。これにより、WEBを加えたより多様

かつ効率的なメディアプランの提供が可能となります。当社

が提供するトータルソリューションサービスの幅を大きく拡

げるとともに、当社独自のWEB活用モデルの創出のスピー

ドを加速化するものと大いに期待しております。

　2014年2月期は、中期経営計画の2年目です。前述の通り、
中長期の視点に立った成長戦略を推し進めていくことが最も

重要な経営テーマであると認識しており、今後も5つの戦略
の実践に徹してまいります。よって、確かに厳しい状況下で

はありますが、5つ目の戦略である「体制・人員、社員の教育・
育成、資本注入を含む外部との連携の強化」を推し進めるべ

く、社員の増強や教育体制の拡充などへの投資は継続してお

り、その結果、販管費は毎年計画通りの増加ペースを辿ってお

ります。

　その一方で、利益低下トレンドは早期に脱さなければなら

ないことも認識しております。

現況下において売上確保を目標の一つとすると、どうしても

当社本来の持ち味である、「行くべき時は行く、引くべき時は

引く」といった、パートナーシップ営業ならではの思い切った

判断がし辛くなってしまい、これが利益を押し下げる大きな

要因の一つともなっていました。2014年2月期は、無理な売
上確保を狙わず、利益確保に重点を置く戦略に切り替え、「利

益額」を重視した経営を推し進めたいと考えております。

以上の通り、将来への積極的な投資と、販売力の強化および

仕入れ効率の向上による利益体質づくりを同時に推し進める

べく、2013年3月より、妹尾と私の両代表で役割を分担して
全社を統括する、いわゆる各自代表制を復活させ、よりスピー

ディーで、よりシンプルな経営体制に変更しました。昨年5月
に昇任し、この度再任された常勤取締役2名とともに、各種戦
略を力強く推し進め、企業価値の最大化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理解とご支援を

お願い申し上げます。

 所在地 東京都港区芝公園二丁目４番１号
 代表者 代表取締役 妹尾 勲
 事業内容 ダイレクトマーケティングにおける 

インターネット広告支援事業
 設立 2013年6月4日
 出資比率 当社51.0％、 

ＧＭＯアドパートナーズ株式会社49.0％

【ＷＥＢ関連】 合弁会社の概要3Close up
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Interview with COOCOOインタビュー

Q5

また、本年5月には、
GMOアドパートナーズ株式会社との
合弁会社設立を発表されましたが…。

Q6
最後に、2014年2月期の重点戦略を
教えてください。

 名称 GMOアドパートナーズ株式会社
 所在地 東京都渋谷区桜丘町26番１号
 代表者 代表取締役社長 高橋 信太郎
 事業内容 インターネット広告事業
 資本金 1,301百万円（2012年12月31日現在）
 設立 1999年9月8日
 大株主及び 

 出資比率
GMOアドホールディングス株式会社 50.21％
株式会社ネットアイアールディー 17.54％

合弁相手先の概要
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特集 ❶　マンガ『トライステージのお仕事』 Special Feature　1
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特集 ❶　マンガ『トライステージのお仕事』



Special Feature　1
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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（注） 1株当たり純資産（注） （単位：円）（単位：円）自己資本比率 （単位：%）

2,000

1,000

4,000

3,000

0

2,000

1,000

4,000

3,000

0
第 5期
’11/2

（注）当社は2009年9月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。上記では、第4期の期首に株式分割が行われたものとし
て計算しております。

第 5期
’11/2

第 4期
’10/2

3,618

第 4期
’10/2

3,622

3,224 3,237

2,400

0

600

1,800

1,200
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’10/2

2,110
1,908

第 5期
’11/2

第 5期
’11/2
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8,000

6,000

2,000

4,000

0

15,000

12,000

9,000

6,000

0
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第 4期
’10/2

第 4期
’10/2

9,616
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10,988 7,396

第 5期
’11/2

40,000

0
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’10/2
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67.3

第 5期
’11/2

20
第 4期
’10/2

519 503509 496

269 248

第 6期
’12/2

11,063
12,325 8,377 8,387

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

30,819
33,826

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

1,128.35
1,125.49

36.40 33.53

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

75.7

67.8

第 6期
’12/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

第 7期
’13/2

単体 連結 単体 連結 単体 連結

単体 連結 単体 連結 単体 連結

単体 連結 単体 連結 単体 連結

1,9881,979

1,147

11,267
8,250

34,813

1,115.85

153.27

73.2
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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3四半期期（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。



当 期
2013年2月28日

（資産の部）

流動資産 11,219,539

固定資産 1,105,707

　有形固定資産 111,248

　無形固定資産 520,335

　投資その他の資産 474,122

資産合計 12,325,246

当 期
2013年2月28日

（負債の部）

流動負債 3,566,302

固定負債 371,428

負債合計 3,937,730

（純資産の部）

株主資本 8,356,180

少数株主持分 31,335

純資産合計 8,387,515

負債純資産合計 12,325,246

（単位：千円）

❶

❷

❻

❸
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連結要約財務諸表 Consolidated Financial Statements

当 期
2012年3月　1日～
2013年2月28日　

売上高 33,826,160

　売上原価 31,145,365

売上総利益 2,680,794

　販売費及び
　一般管理費 2,184,073

営業利益 496,720

　営業外収益 10,960

　営業外費用 4,145

経常利益 503,535

　特別損失 683

税金等調整前当期純利益 502,852

　法人税、住民税
　及び事業税 423,710

　法人税等調整額 △ 171,020

　少数株主損益調整前
　当期純利益 250,162

　少数株主利益 1,959

当期純利益 248,202

当 期
2012年3月　1日～
2013年2月28日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 127,802

投資活動による
キャッシュ・フロー 828,962

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 137,805

現金及び
現金同等物の増加額 818,959

現金及び
現金同等物の期首残高 1,028,955

現金及び
現金同等物の期末残高 1,847,914

（単位：千円）（単位：千円） キャッシュ・フロー計算書

貸借対照表

損益計算書

※当期より連結財務諸表を作成しているため、前期との比較は行なっておりません。

❺

❹

❻ 現金及び現金同等物の期末残高／
税引前当期純利益5億2,852
千円の計上などから営業活動
によって得られた資金は1億
27,802千円となりました。定
期預金の払戻などから投資活
動によって得られた資金は8億
28,962千円となりました。配当
金の支払いなどから財務活動に
使用した資金は1億37,805千円
となりました。これらの結果、当期
末における現金及び現金同等物
の残高は、18億47,914千円とな
りました。

キャッシュ・フローの状況

❶  資産合計／流動資産が112億
19,539千円、固定資産が11億
5,707千円となったことから、資
産合計は123億25,246千円とな
りました。

❷  負債合計／流動負債が35億
66,302千円、固定負債が3億
71,428千円となったことから、負
債合計は39億37,730千円とな
りました。なお、有利子負債残高
は4億96,379千円と極めて低水
準の状況を確保しております。

❸ 純資産合計／資本金6億38,499
千円、資本準備金6億28,499千
円、利益剰余金72億37,314千
円などにより、純資産合計は83億
87,515千円となりました。

財務状態

❺ 営業利益／ダイレクトマーケ
ティング支援事業において、顧
客企業の商品サイクルやテレビ
通販市場の環境の変化等により
顧客企業の収益性が低迷し、出
稿量が減少したこと等により収
益性が低下し、営業利益は4億
96,720千円となりました。

❹  売上高／当期は第3四半期に
おいてメールカスタマーセン
ター株式会社の株式を50.2％
取得し、連結子会社化しました。
これにより、下半期分の同社の
売上高（約30億円）が新たに加
わり、当期の売上高は3 3 8億
26,160千円となりました。  
なお、当期より次の2セグメントで
の公表を開始しており、当期の業
績は次の通りです。

収益の状況

 ダイレクトマーケティング支援事業

308億19,330千円売上高

 ダイレクトメール発送代行事業

30億7,020千円売上高
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株主関連情報 Shareholders Information

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させていただきました。
　今後も当社株式の保有株数に応じて、下記の基準にてクオ
カードを進呈させていただきます。

　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。

2 優待内容

保有株式数 優待内容
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

3 贈呈の時期

毎年10月頃の発送を
予定しております。

　当期につきましては、1株当たり当期純利益が減少したもの
の、安定的な配当を継続してもなお財務基盤に支障がないこ
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。

当期（2013年2月期）の配当

　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。

次期（2014年2月期）の配当予想

1 対象株主様

毎年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された
1単元（100株）以上を保有されている株主様を対象と
いたします。

株主アンケート
集計結果のご報告

第7期第2四半期株主通信におきまして、第8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147名の株主様（返信率13.5％）
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 76.2%
■ 女性 15.6%
■ 無記入 8.2%

■ ～20代 4.1%
■ 30代 12.9%
■ 40代 15.6%
■ 50代 16.3%
■ 60代 29.3%
■ 70代～ 19.0%
■ 無記入 2.7%

性別

年齢

0.0 20.010.0 40.030.0 50.0（%）

20.4

18.4

11.6

5.4

41.5安定的な配当

37.4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

20.4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」41.5％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」37.4％、
③「積極的な成長戦略」と「財務体質の健全性の確保」がともに
20.4％という順番となりました。



 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,574,700株

 株主数 1,106名

株式の状況 （2013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 〒105-0011

東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL. 03-5402-4111（代表）

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

 設立日 2006年3月3日

 資本金 638,499千円

 従業員数 連結 137名　単体 116名

会社概要 （2013年2月28日現在）

 代表取締役CEO 妹尾　　勲 

 代表取締役COO 丸田　昭雄 

 取締役 鈴木雄太郎 

 取締役 野口　　卓 

 取締役 鈴木　良治 

 監査役 安島　和夫 

 監査役 百合本安彦 

 監査役 藤井　幹晴

役員 （2013年5月29日現在）

株式分布状況

所有者数別

金融機関
2名
0.18%

その他の法人
20名
1.81%

金融商品取引業者
14名
1.27%

自己名義株式
1名
0.09%

外国法人等
28名
2.53%

個人・その他
1,041名
94.12%

所有株数別

金融機関
15,200株
0.20%

その他の法人
36,600株
0.48%

金融商品取引業者
37,592株
0.50%

自己名義株式
150,204株
1.98%

外国法人等
2,129,501株
28.11%

個人・その他
5,205,603株
68.73%

（2013年2月28日現在）
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（2013年2月28日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 1,643,100 22.13
中村　恭平 1,493,100 20.11
妹尾　勲 1,068,100 14.38
プロスペクト　ジャパン　 
ファンド　リミテッド 754,900 10.16

メロン　バンク　トリーティー　
クライアンツ　オムニバス 637,900 8.59

シージーエムエル　アイピービー　
カスタマー　コラテラル　アカウント 425,500 5.73

小杉　誠 371,000 4.99
バンク　プリベ　エドモンド　
デ　ロスチャイルドヨーロッパ　
クライアンツ

72,200 0.97

クレディット　スイス　アーゲー
チューリッヒ 70,200 0.94

ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ
ビーエヌワイエム クライアント 
アカウント エムピーシーエス ジャパン

57,900 0.77

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。 

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



〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1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。）

▲ IR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。

株主メモ


