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当期より当社は、取締役3名、監査役1名の新役員を迎えた新経営体制をスタートさせております。
今回は、この新経営体制のもとでの経営の方向性についてお伝えするべく、役員による座談会を特集いたします。

厳しい経営環境の下でスタートした新経営体制。
新中期経営計画をどのような考え方で推し進めていくのか？1

テーマ

妹　尾： 当社は設立から7年目を迎えておりますが、設立
以来の一貫した右肩上がりの業績から一転、成長
の踊り場を迎え、前期は減収減益を余儀なくされ
ました。原因は、顧客企業に対して当社が的確なソ
リューションを提供できなかったという内部要因
と、テレビCM枠の価格高騰によってメディア仕入
れが想定通りに果たせなかったという外部要因が
重なったためです。

丸　田： その点について言えば、前期において営業の責任

者として現場を
リードした私の
責任でもありま
すが、現場の肌
感覚では、前期
の非常に厳しい
環境は現在も続
いていると思い
ます。外部環境
の変化に対応し
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て当社も積極的に変わっていかなければならない、
という実感を持っています。

妹　尾： そうした状況の中、成長路線の早期回復を目指し
て、当期から、新中期経営計画と新たな経営体制
をスタートさせました。

丸　田： 新中期経営計画と新経営体制はセットです。営業
部門の新取締役と経営管理部門の新取締役が中
心となって現状を打開し、新たなトライステージの
成長の方向性を切り拓いていく先頭を走ってもら
いたいと願っています。

鈴木（雄）： 私は営業部長を経て、営業部門を管掌する取締
役の任に就かせていただきました。これまで当社
は健康食品や化粧品などの業種を得意とし、この
分野の商材に数多く携わってきましたが、これか
らは、業種を広げると共に、いわゆる物販ばかりで
なくサービスの販売促進活動など新しい分野を

開拓していきた
いと考えていま
す。既にサービ
ス業種のテレビ
番組の制作・放
送で成果が出て
おり、テレビ通
販にはまだまだ
色々な可能性が
あるのだと実感
しております。

野　口： 当社は当期、中期経営計画の初年度として新しい
ビジネスの種を植えよう、芽吹かせようと取り組ん
でいるところです。私は経営管理部門を管掌する
取締役として、営業面について言えば、営業部門
が活躍できる環境づくりに注力していきたいと考
えております。新たな外部パートナー探しやM&A
なども視野に入れながら、営業部門をバックアップ
していきたいと思います。

海老根： 鈴木（雄）君と野口君の言うとおり、既存事業の拡
大と新規事業の開発の両方に対応していかなけ
ればならないと思います。社外取締役という外か
らの目で見ると、まず、当社の主力であるテレビ通
販サポート事業では、売上高が上位のクライアン

トに偏りがちであるという“売上体質の脆弱性”を
改善していくことが重要です。それには、顧客を多
業態に拡げていくこと、そしてそのための売り方
開発やチームづくりを行っていくことが必要です。
また同時に、ゴーイングコンサーン（今後も事業継
続することを前提としていく考え方）に基づいた
成長戦略を常に追い求めていくことも不可欠であ
り、それには、新たに取り組んでいく分野を絞り込
んで徹底的にやり抜く姿勢が求められると思いま
す。私の経験上、そうでなければ新しい事業や戦
略はなかなか前には進まないと思います。

鈴木（良）： 私は常勤監査役を6年弱努めさせていただいたあ
と、今期から社外取締役に就任しておりますが、以
前も現在も、「会社の健全な経営の監視」が私の
責務であると認識しております。その視点から当
社の現状を見ますと、数字だけから判断すれば“低
迷期”と映るかもしれませんが、実際には人材への
投資、バリューチェーン強化の一環としてのコール
センターへの投資など、減益要因の一つは次の経
営ステージに向けた先行投資であり、その意味で
今は“将来の成長を見据えた積極的な踊り場”であ
ると考えております。ですから、数字にあまりとら
われず、“急がば回れ”の精神で、一つひとつの仕
事に対して懇切丁寧に組織立った取り組みを行っ
てもらいたいと思います。

妹　尾： 私としては、鈴木（良）取締役が言われたように、会
社を次のステップに押し上げていくためには一度
立ち止まって、体制づくりにも時間とお金を掛ける
ような踊り場を
どこかで作らな
ければならない
だろうと考えて
おりました。しか
しこれは、中期
経営計画を着実
に推し進めてい
くことで、自然と
解消していける
ものと思ってお
ります。



丸　田： 理想を言えば、踊り場無しで成長を持続できた方
が良いと思っておりますが、その一方で、現在の状
況を鈴木（良）取締役のおっしゃるとおり“次のス
テップにあがるために必要な踊り場”なのだと真
摯に受け止め、一つひとつの課題を的確にクリア
していくことで新たな成長軌道に乗せていきたい
と考えております。そのためにも、当社設立当初か
ら現場を支えてきてくれた鈴木（雄）君と野口君を
新しい経営陣に加えた新体制がスタートしたこと
は、当社の今後にとってとても大きなステップだ
と思っています。

鈴木（雄）： 今は知恵を絞らないと売れなくなってきていま
す。これを打開するために当社として絞るべき“知
恵”は、当社の強みである「トータルソリューショ
ンサービス」の強化だと考えております。テレビと
いうメディアが持つパワーに頼り過ぎるのではな
く、商品特性に合せてWEBを柔軟に絡めていく、
的確なCRM（顧客管理）施策の展開によって“固
定客増大＝ベース収益の拡大”に繋げる、といった
新たなソリューションを顧客企業に提供していき
たいと思います。

野　口： 私は、取締役に就任したとき、3つの課題に取り組
もうと考えました。第一が「会社の成長に寄与して
いくこと」、第二が「株主の皆様や従業員をはじめ
社内外のステークホルダーに対するサービスを充
実していくこと」、そして第三が「誰から見られても
自慢できるようなレベルまでコーポレート・ガバナ
ンスを強化していくこと」です。特に、株主の皆様
の視点から当社の企業価値を見ると、PBRが1を
下回り、株式市場で当社が十分に評価されていな

い状況にありま
すので、当社の
実際の価値に見
合った評価をし
ていただけるよ
う、広報・IR活動
や株主政策など
にしっかり取り組
んでいきたいと
考えております。

海老根： 新任取締役の2人はいわば“新しい風”です。その
意味で、どんどん積極的に前に出て提案する姿勢
を続けてもらいたいと思います。取締役は、任され
た担当部門だけに集中すればよいのではなく、会
社全体を見渡すことが求められるポジションです
ので、そうした視点を持ってほしいと思います。

鈴木（良）： 鈴木（雄）さんと野口さんは将棋で言えば飛車角
です。2人とも周囲の期待に応えようと頑張られる
と思いますが、その際に、「常にリスクは存在する」
という視点は忘
れることなく業
務に当たってい
ただければと思
います。

妹　尾： 私も丸田も創業
から6年間、“取
締役とは何か”と
いうことを苦し
みながら考え経

3 Interim Bussiness Report

特集 ❶ 　役員座談会

営業と経営管理を統括する2人の新取締役。
今後、どのような視点で現場をリードしていくのか？2

テーマ

株主優待制度
を新設いたし
ました。

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す。
当社株式の保有株数に応じて、右記
の基準にてクオカードを進呈させて
いただきます。

1 対象株主様

3 贈呈の時期

2 優待内容

毎年10月頃の発送を予定しております。

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。

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
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3
テーマ トライステージにとって最も重要な経営資源である“人財”。

今後、どのような人材・組織戦略を推し進めていくのか？

丸　田： トライステージはまだまだ7年目のベンチャーで
す。これまで妹尾と私は激論を交わしながら会社
を経営してきました。鈴木（雄）君と野口君もお互
いに激論を交わしながら会社を次のステージへと
引っ張りあげていってもらいたいと思います。2人
はそれぞれ営業と経営管理のトップスキルを持っ
ているわけですから、当社にとっても最も重要な
経営資源である“人財”の育成・指導にも、これから
もっともっと力を注いでいただきたいですね。

海老根： 私は、会社の強さは経営者レベルの人間の数で変
わってくると思っ
ています。取締
役だけでなく、現
場の中堅層も含
めて徹底的な教
育を行い、“経営
者目線の人材”
を一人でも多く
育てていくこと
が肝要です。

妹　尾： 当社の場合、新卒の人間で3年目くらいから戦力に
なってきます。当社は7年目ですので、設立1年から
3年の間に入社した先輩社員たちが今、後輩たちを
引っ張っています。直近の3年間に入社した社員た
ちがこれからどんどん戦力化し、もう1～2年もすれ
ば当社の戦力は倍増してくるはずですので、これか
らが本当に楽しみです。

丸　田： 当社の従業員数は前期に100名を越え、この点で
も新たな経営の段階に入ってきたと思っています。
今後の成長戦略に基づいて、業績に左右されるこ
となく当面は人員増強を計画通りに実行していき
ます。だからこそ、人材教育・人材育成は当社の最
重要課題の一つです。従来にも増して注力してい

きたいと考えています。

鈴木（雄）： 私はトライステージの創業から当社の一員として
営業活動にかかわってきましたが、当社のビジネ
スモデルには非常に大きな可能性を感じていま
す。自分たちが考えプロデュースした仕掛けで顧
客企業の商品が爆発的に売れるという喜びを、社
員全員で共有することができれば人はどんどん
育っていくと思います。社員にはそんな喜びを体
感させていきたいと思っています。

丸　田： 社員には、実際の仕事を通じた体感や経験に加え
て、組織的なバックアップも充実させていきたい
と思っています。そのために、私の所管として「ナ
レッジマネジメント室」を新設しました。スキルやノ
ウハウは当然一人ひとりに蓄えられていきますの
で、優れた営業を個々に育てることも一つの方策
ではありますが、組織が大きくなってくると、また
サービスの内容が多岐に渡ってくると、個々の育
成では追いつか
なくなってしま
います。そこで、
属人化している
経験に基づく貴
重なノウハウを
会社全体である
程度共有化でき
る仕組みづくり
により、“組織力”
を強化していく
取り組みを始め
ています。

野　口： 私もそうした“組織力”の強化に向けた後方支援を
しっかりしていきたいと思っております。営業担当
者が営業に安心して集中できる、トライステージに

営にあたってきた人間たちです。同じ悩みを持つ
ことになるでしょうが、臆することなくそれを打破

し、私たちを凌駕する存在になってもらえればと
思います。
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安　島： 今の時代はコンプライアンス強化の重要度が非常に高まっ
ておりますので、その一翼を担うこ
とが私に課せられた役割の一つだと
考えております。私は監査役に就任
してまだ数カ月ですし、監査役の立
場としては珍しいことかもしれませ
んが、月に1回の全社員による朝会
で私がお話をする場もいただいて
おり、そこでコンプライアンスの重
要性について発信するよう心掛けて
おります。

百合本： 私は取締役の業務がきちんとなされているかを監視する立
場にありますが、その監視は後ろ向きなものではなく、トラ
イステージが次の成長に向けて踏み出そうとするような場
面でお役に立っていきたいですね。例えば業績を伸ばすた
めに無理のある事業展開に陥ろうとしていないかをしっかり
と見守りたいですし、Ｍ＆Ａを行う際には成功確率をあげる
アドバイスをしたいと思っています。

藤　井： 私は弁護士でもあります
ので、やはり法律に絡んだ
テーマを中心に気を配って
いきたいと思っています。
営業活動という対外的な
部分から人事といった社内
的な部分まで幅広く見渡し
て、大きな意味で言えば“リ
スク管理”の視点から経営
をチェックしていきたいと
考えております。

安　島： コンプライアンスとは法令遵守ということですが、それだけ
ではなく社会的にみて常識と思われる範囲を逸脱しない言
動を確保するということが私ども上場会社の立場だと思いま
すので、そうした社風を育てていきたいと思っています。たと
えば、社内で打合せをしている時に何か常識を逸脱したこと
を言う社員がいたら、「それはトライステージらしくないよ」と
いう言葉が皆から出てくる、そんな社風です。

百合本： コンプライアンスを含め、
コーポレート・ガバナンスに
ついては、社内で常に活発
な議論がされており、私も
言いたい事を言える環境に
あります。当社は短期間で
上場した会社ではあります
が、この辺りは非常にしっか
りした会社だと思います。

藤　井： 私も当社はガバナンスのとても利いた会社であると思って
います。当社は今、数字的には踊り場に差し掛かってはお
りますが、当社の業界とビジネスモデルには非常に大きな
将来性があると思いますので、新しいタイプの支援業務な
どに積極的に挑戦してほしいですね。だからこそ逆に、こ
の経済情勢の中で無理に売上を伸ばそうとして債権の不良
化を招くようなことのないよう十分に注意を払ってもらい
たいと思います。

安　島： 今年5月に営業と経営管理、いわば攻守の要である若い2
人、それからベテランの鈴木（良）前監査役が新取締役に就
任したことで、取締役会が更に活性化することを期待してお
ります。

監 査 役 の 視 点

誇りを持てる、そんな会社づくりに精一杯努めて
いきたいですし、10年後に振り返ってみた時に“あ
の時の努力が今のトライステージの基礎になっ
た”と思えるような努力をしたいと思います。

鈴木（良）： 皆の話を聞いて改めて思うことですが、私は社外
取締役として、オープンで誠実なこの会社の美風
がいつまでも続くように力を尽くしていきたいと
思っています。

妹　尾： これから当社は、取締役6名、監査役3名の計9名に
よる新経営体制のもと、社内外のすべてのステーク
ホルダーの期待に沿える経営を推し進め、トライス
テージのあるべき未来像をなんとしても築いてい

きたいと思います。その中で、株主の皆様には、継続
的な安定配当、そして新たに導入いたしました株主
優待制度などを通じて、皆様の日頃からのご支援に
お応えするとと
もに、早期に次の
成長ステージに
移行していくこと
で、皆様のご期
待にお応えして
いきたいと考え
ております。
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特集 ❷ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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Financial Highlights財務ハイライト

第 3期
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営業利益
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（単位：百万円）

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、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。

第 3期
’09/2

経常利益

2,011

（単位：百万円）

第 5期
’11/2

第 4期
’10/2

3,618

第 4期
’10/2

3,622

1,988

3,224

1,979

3,237

第 3期
’09/2

1,150

（単位：百万円）当期純利益

2,400

0

600

1,800

1,200

第 5期
’11/2

第 4期
’10/2

2,110

1,147

1,908

第 6期
’12/2

第 3期
’09/2

総資産

第 3期
’09/2

第 5期
’11/2

第 5期
’11/2

純資産

10,000

8,000

6,000

2,000

4,000

0

（単位：百万円）

12,000

9,000

6,000

0

3,000

（単位：百万円）

6,457

3,365

第 4期
’10/2

第 4期
’10/2

9,616
11,267

5,482

8,250
10,988

7,396

第 6期
’12/2

第 6期
’12/2

第 3期
’09/2

第 5期
’11/2

売上高

40,000

0

10,000

20,000

30,000
25,221

（単位：百万円）

第 4期
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57.0

67.3
73.2

507502

292

11,511
8,396

15,711

39.56

72.9

第 3期
’09/2

第 5期
’11/2

0
第 4期
’10/2

第 6期
’12/2

0.0 20.010.0 40.030.0 50.0（%）

42.0

37.0

32.1

12.3

18.5

6.2

7.4

安定的な配当

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

積極的な成長戦略
年齢性別

■ 男性 79.0%
■ 女性 7.4%
■ 無記入 13.6%

■ ～20代 2.5%
■ 30代 11.1%
■ 40代 12.3%
■ 50代 12.3%

■ 60代 30.9%
■ 70代～ 27.2%
■ 無記入 3.7%

第 7期
2Q累計

第 7期
2Q

第 7期
2Q

第 7期
2Q累計

第 7期
2Q累計

第 7期
2Q累計

第 7期
2Q累計

第 7期
2Q

第 7期
2Q

1,134.60

第6期株主通信におきまして、第7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81名の株主様（返信率7.4％）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「収益を重視し
た安定的な成長戦略」42.0％、②「積極的な成長戦略」37.0％、「安定的
な配当」32.1％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
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❶ 流動資産／主に現金及び預金、売掛金が増加したことから、流動
資産は前期末比2億72,774千円増加し、111億50,253千円と
なりました。

❷ 固定資産／有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産がす
べて減少したことから、固定資産は前期末比28,949千円減少し、
3億60,829千円となりました。

❸ 負債合計／未払法人税等、賞与引当金の増加により流動負債が前期末比
92,086千円増加し、退職給付引当金の増加により固定負債が同5,704
千円増加しました。これらの結果、負債合計は前期末比97,791千円増
加し、31億14,867千円となりました。

❹ 純資産／四半期純利益2億92,550千円の計上、配当金の支払いによる
利益剰余金の減少1億47,873千円などにより、純資産は前期末比1億
46,033千円増加し、83億96,216千円となりました。

❸

前 期
2012年2月29日

当第2四半期
2012年8月31日

（資産の部）

流動資産 10,877,479 11,150,253

　現金及び預金 7,178,955 7,387,543

　売掛金 3,655,893 3,703,728

　商品 165 146

　その他 107,955 167,301

　貸倒引当金 △ 65,490 △ 108,466

固定資産 389,779 360,829

　有形固定資産 127,786 107,065

　無形固定資産 79,685 74,384

　投資その他の資産 182,306 179,379

資産合計 11,267,258 11,511,083

前 期
2012年2月29日

当第2四半期
2012年8月31日

（負債の部）

流動負債 2,938,773 3,030,860

　　買掛金 2,531,381 2,529,549

　　未払法人税等 166,728 301,380

　　賞与引当金 ̶ 121,470

　　その他 240,664 78,459

固定負債 78,302 84,006

　　退職給付引当金 38,676 44,145

　　資産除去債務 39,625 39,861

負債合計 3,017,076 3,114,867

（純資産の部）

株主資本 8,250,182 8,396,216

　　資本金 635,638 636,187

　　新株式申込証拠金 ̶ 313

　　資本剰余金 625,638 626,187

　　利益剰余金 7,136,984 7,281,662

　　自己株式 △ 148,080 △ 148,133

純資産合計 8,250,182 8,396,216

負債純資産合計 11,267,258 11,511,083

貸借対照表
（単位：千円）（単位：千円）

❶

❷

❹
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❺ 売上高／ダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着とともに依然として
拡大基調が続いているものの、市場規模が拡大したことから、その伸長率は鈍
化傾向となっています。この環境下、当社は顧客企業に対して、バリューチェー
ンの各局面で最適なソリューションを提供するべく努めました。既存事業につ
いては、一部効率の悪いテレビ番組枠を返還する等、当社が確保するテレビ
CM枠やテレビ番組枠の見直し、新たな業種・領域の顧客企業の発掘等に取り組
みました。しかしながら、結果としては顧客企業の出稿量が減少したことなど
が影響し、売上高は前年同期比14.4％減の157億11,572千円となりました。

❻ 営業利益／売上高の減少および一部テレビ番組枠の仕入価格が当社の想定を上
回り、見込み通りの仕入れが果たせなかったこと等により、売上総利益は前年同
期比27.8％減となった一方、人件費や業務委託費等の増加により、販売費及び
一般管理費は同18.9％増加し、営業利益は同57.6％減の5億2,651千円となり
ました。

❼ 現金及び現金同等物の四半期末残高／税引
前四半期純利益5億7,298千円の計上した一
方、法人税等の支払が1億62,510千円発生
したこと等から営業活動により獲得した資金
は4億12,945千円となりました。また、サー
バー等の有形固定資産の取得、定期預金の
純増（50,000千円）などから投資活動により
使用した資金は1億8,115千円、配当金の支
払などから財務活動により使用した資金は1
億46,241千円となりました。これらの結果、
当第2四半期期末における現金及び現金同等
物の残高は、前期末比1億58,588千円増加し、
11億87,543千円となりました。

　2013年2月期の通期業績は、当初予想（2012年3月30日公表）のとおり、売上高331億20百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益13億62百万

円（同31.2％減）、経常利益13億62百万円（同31.5％減）、当期純利益7億90百万円（同31.1％減）を予想しております。

通期業績予想について

前第2四半期
  2011年3月   1日～     
　2011年8月31日

当第2四半期
  2012年3月   1日～     
　2012年8月31日

売上高 18,347,915 15,711,572

　売上原価 16,406,873 14,310,328

売上総利益 1,941,042 1,401,243

　販売費及び一般管理費 755,615 898,592

営業利益 1,185,426 502,651

　営業外収益 4,356 4,849

　営業外費用 13 182

経常利益 1,189,769 507,318

特別利益 6,789 —

特別損失 41,733 19

税引前四半期純利益 1,154,825 507,298

　法人税、住民税及び事業税 517,238 295,896

　法人税等調整額 △ 42,370 △ 81,148

四半期純利益 679,958 292,550

前第2四半期
  2011年3月   1日～     
　2011年8月31日

当第2四半期
  2012年3月   1日～     
　2012年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 565,873 412,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 496,020 △ 108,115

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 148,924 △ 146,241

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △ 79,071 158,588

現金及び現金同等物の期首残高 1,111,041 1,028,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,031,970 1,187,543

キャッシュ・フロー計算書損益計算書
（単位：千円）（単位：千円）

❺

❻

❼



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

14Interim Bussiness Report

　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。
　前期につきましては、財務体質及び経営基盤の強化や資本
提携を含めた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、同時に株主の皆様へ還元ができる財務基盤及び環
境が整ったと判断し、20円の配当を実施いたしました。
　当期配当につきましては、前期に引続き20円の配当を実施
する予定です。
　また、内部留保資金については、引続き、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
る方針であります。

利益配分に関する基本方針

 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 636,187千円

 従業員数 113名

会社概要 （2012年8月31日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田昭雄 1,643,100 22.20 
中村恭平 1,493,100 20.17 
妹尾勲 1,068,100 14.43 
プロスペクト　ジャパン　 
ファンド　リミテッド 739,100 9.98 

MELLON BANK TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 459,300 6.20 

小杉誠 375,000 5.06 
CGML-IPB CUSTOMER 
COLLATERAL ACCOUNT 276,200 3.73 

グローバル・ブレイン株式会社 118,300 1.59 

CREDIT SUISSE AG ZURICH 86,200 1.16 
BANQUE PRIVEE EDMOND 
DE ROTHSCHILD EUROPE-
CLIENTS

76,300 1.03

大株主 （2012年8月31日現在）

株式分布状況

所有者数別

金融機関
4名
0.28%

その他の法人
20名
1.40%

金融商品取引業者
17名
1.19%

自己名義株式
1名
0.07%

外国法人等
31名
2.17%

個人・その他
1,355名
94.89%

所有株数別

金融機関
43,400株
0.57%

その他の法人
128,200株
1.70%

金融商品取引業者
52,230株
0.69%

自己名義株式
150,204株
1.99%

外国法人等
1,860,150株
24.64%

個人・その他
5,315,916株
70.41%

（2012年8月31日現在）

（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。

 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 海老根智仁 

 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 （2012年8月31日現在）

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,550,100株

 株主数 1,428名

株式の状況 （2012年8月31日現在）



株主メモ

〒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。


