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CEOからのごあいさつ

　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（2012年2月
期）までの取り組みによる成果と反省を踏まえ、新
たな中期経営計画を、2012年4月2日に公表させ
ていただきました。
　この度の株主通信では、当期の業績報告に加え、
この中期経営計画について説明させていただき
ます。
　株主の皆様には、今後とも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。

  当期の業績について

　当期は、誠に遺憾ながら売上高7.3％減、営業利益

38.6％減の減収減益となりました。株主の皆様に深く

お詫び申し上げます。

　今回の業績悪化の要因の第一は、商品開発分野や表現

企画分野等において顧客企業に対して的確な支援を果

たせなかったことです。顧客企業の商品にはライフサイ

クルの後半を迎えてきたものも増えてきており、それを

今一度商品に興味を持っていただくように、どのように

商品をアレンジし、どのように表現し、商品の売上を維

持・拡大するかといった販売手法の提案において、当社

の実力を出し切れなかったということです。期初に発生

した震災の影響もあり、通販市場全体が積極的に新商品

を出す雰囲気でなかったということも一部にはありま

したが、それでももっと支援できる方法はあったのでは

ないかと感じています。

　第二の要因は、当初の想定通りにテレビメディアの仕

入が果たせなかったことです。震災から3-4ヵ月も経過

するとテレビ広告が活況を取り戻し、テレビCMスポッ

トを中心に、テレビCM枠の価格が高騰してきました。

代表取締役CEO　
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Message from CEO

メディアを仕入れないと売上につながらない、しかし、

想定より高い価格で仕入れると顧客企業の利益の悪化

を招く、というジレンマに陥ってしまいました。

　当社は顧客企業とWin-Win（共存共栄）の関係にあ

りますので、顧客企業の成長を的確に支援することがで

きれば、自然と当社の成長につながってまいります。残

念ながら当期はこのWin-Winが果たせなかったとい

うことになります。

　しかしながら、将来の成長につながる成果も見つかっ

ております。たとえば、売上高は減少しましたが、当社

の顧客企業数は、第4四半期比にて、2010年2月期50

社、2011年2月期62社、そして当期は77社と着実に

増加しました。また、いくつかの事業に新たに挑み、知

見を得ることもできました。

　今後は、当期に開拓した今はまだ規模の小さい顧客

企業の商品・サービスの売上を、当社の支援のパワーで

大きくしていくことで、共に成長していくというストー

リーを数多く実現させていきたい、また、当期に得た知

見を活かしつつ、新たな事業を着実に成長させていきた

いと考えております。

  今後の展望について

　ダイレクトマーケティング市場における当社の『トー

タルソリューションサービス』は、当社独自のビジネス

モデルであり、この分野で当社は圧倒的No.1カンパ

ニーです。各ソリューションの個々のフェーズでの競合

との競争はございますが、トータルで支援していくこと

のできる強みと豊富な実績は、追随を許さない地位を確

保し続けております。

　中長期的な市場の成長トレンドが予想される中、当

社は、中期経営計画を推し進めることで、もう一段上の

『トータルソリューションサービス』を実現し、顧客企

業とともに成長を勝ち取り、企業価値の最大化を果たし

てまいります。

 配当金について

　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。

当期（2012年2月期）の配当
　当期につきましては前期に引き続き、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ていると判断できることから、20円
の配当を実施させていただきました。

次期（2013年2月期）の配当予想
　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。

注）上記の2013年2月期の配当予想と業績予想は、2012年3月30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。

 次期（2013年2月期）の業績見通しについて

　当社は引き続き高い成長を目指してまいりますが、次期につ
いては、中期経営計画における成長戦略の基礎づくり（体制づ
くり、人材づくり）に注力すること等により、売上高の減少を
見込んでおります。また、テレビCM市場の活況に伴い予想
されるテレビCM枠および一部テレビ番組枠の仕入価格の上
昇等により、売上原価の増加を見込んでおります。加えて、上
述の基礎づくりのための人員の増強に伴い予想される人件費
の上昇等により、販売管理費の増加を見込んでおります。
　以上を踏まえ、平成25年2月期の業績予想につきまして
は、売上高33,120百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益
1,362百万円（前年同期比31.2％減）、経常利益1,362百万円
（前年同期比31.5％減）、当期純利益790百万円（前年同期比
31.1％減）を見込んでおります。

2012年2月期
（実績）

2013年2月期
（予想）

売上高 34,813 33,120
営業利益 1,979 1,362
経常利益 1,988 1,362
当期純利益 1,147 790

■ 2013年2月期通期業績予想（2012年3月30日公表）
（百万円）



トライステージの成長戦略（2013年2月期～2015年2月期 中期経営計画）
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本3ヵ年Tri-Stage 全社スローガン

変わる！変える！徹する！やり切る！

■ 中期経営計画について

　当期までの3ヵ年は、『圧倒的No.1ポジションの確立』に向けて、
【①既存事業（テレビ通販サポート）の拡大】【②クロスメディア展開
の推進】【③ソリューションサービスの強化】の3つを事業戦略とし
て掲げ、果敢に挑んでまいりました。また、当期において、将来にお
ける事業成長の可能性を計るべく、いくつかの新たなビジネスのテ
ストマーケティングに取り組み、大変有用な様々な知見を得ました。
　今回、まずは当期までの3ヵ年で“成し遂げたこと”と“成し遂げ
られなかったこと”の洗い出しを行い、今後の3ヵ年で取り組むべ
き課題を明確にした上で、中期経営計画の策定に当たりました。
　その結果、今回の中期経営計画では『既存の強みの徹底強化と新
たなビジネスの徹底構築』を挑むべきテーマと設定し、さらにテー
マを追求していくための具体的な成長戦略を策定しました。
　当社の顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場の伸長
率は、やや鈍化傾向となっており、また、昨年度（2011年2月期）よ
り続いておりますテレビCM市場の活況化に伴ったテレビCM枠
および一部テレビ番組枠の価格の上昇によるテレビメディア枠仕入
の逆風は、今後も続くことが見込まれます。しかしながら、ダイレク
トマーケティング市場、特にテレビを使用したダイレクトマーケティ
ング市場において、トライステージ独自のビジネスモデルの優位性
と、『トータルソリューションサービス』を実践する上で必要不可欠
な、経験に裏打ちされたスキルとノウハウは、現在もダントツNo.1
であることに一切変わりはありません。よって、当社の得意分野で
あるテレビを使用したダイレクトマーケティングの支援サービスに
おいて、【成長戦略①：新業種・新領域クライアントの発掘と育成】
を積極的に実施し、さらなる事業拡大を目指してまいります。
　また、昨今のメディア環境の急速な発達および多様化に伴い、

PC、スマートフォン等のモバイル端末、タブレット端末等の各種
WEBメディアを使用したダイレクトマーケティングが急成長を遂
げております。このような状況を鑑み、【成長戦略②：WEBマーケッ
トへの進出と育成】を積極的に推進し、業容の拡大を図ってまいり
ます。
　加えて、ダイレクトマーケティング実施企業にとって、獲得後の
顧客と良好な関係性を構築し、維持・継続し、新たな需要を創造す
る顧客管理の重要性が、今後ますます高くなることが見込まれます。
このような状況を鑑み、【成長戦略③：CRM（顧客管理）ビジネスの
創出と育成】を積極的に推進し、業容の拡大を図ってまいります。
　さらに、アジアを中心とした新興国におけるダイレクトマーケ
ティング市場は経済の発展と相まって急成長を遂げており、今後も
高い成長が期待されております。このような状況を鑑み、当社は【成
長戦略④：海外マーケットへの進出と育成】を積極的に推進し、業
容の拡大を図ってまいります。
　また、今回の中期経営計画では、『上記を推し進めるための体制
づくりと人材づくり』についても挑むべきテーマと設定し、【成長戦
略⑤：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】を積極的に実施し、『既存の強みの徹底強化と新たなビ
ジネスの徹底構築』の確実な遂行を図ってまいります。
　まず、経営体制を強化するべく、新任取締役2名を内部昇任し、
取締役を4名体制から6名体制に増員しました。また、組織力を強
化するべく、新たなビジネスを担う3つのビジネス推進室を新設し、
取締役直轄としました。さらに、目標の達成に向けて、社員の教育・
育成の強化とともに、経営戦略と現場の意識を一致させること、的
確な人員配置を図ること等、人事施策遂行力の強化も不可欠であ
ると考え、人事室を新設し、こちらも取締役直轄としました。
　中期経営計画初年度の2013年2月期は、まずは上述した新体制
を軌道に乗せることに注力してまいります。また、今後の3ヵ年で、
当社内部の体制づくりと人材づくりとともに、資本注入を含む外部
との連携も積極的に推し進め、成長戦略と定めた各ビジネスの推
進力を向上させ、成長を加速させることに注力してまいります。
　これからの3ヵ年、株式会社トライステージは、『変わる！変える！
徹する！やり切る！』を全社スローガンとして、これら5つの成長戦
略に全社員一丸となって取り組んでまいります。そして、3年後の
2015年2月期での“連結売上高500億円”の達成を目指してまい
ります。
　今後とも、われわれ株式会社トライステージに、大いなる期待とこ
れまで以上のご支援をいただけますよう、切にお願い申し上げます。

代表取締役COO　

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

New New New
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Growth Strategy

変わる！変える！徹する！やり切る！ 物流・
決済

顧客管理情報加工効果分析受　注媒体選定表現企画事業計画

媒体選定
TV

媒体選定
海外TV

媒体選定
海外WEB

媒体選定
他メディア

媒体選定
WEB

商品開発

商品開発

事業計画 表現企画 受　注 効果分析 情報加工 顧客管理
物流・
決済

現在の
ダイレクトマーケティングの
バリューチェーン

3年後…2015年2月期の
ダイレクトマーケティングの
バリューチェーン

25,000

35,000

45,000

55,000
（百万円）

第 7期
2013/2

第 8期
2014/2

第 9期
2015/2

第 6期
2012/2

新たなビジネスによる売上高

既存ビジネスによる売上高

本3ヵ年 利益計画

バリューチェーンの進化イメージ

2015年2月期 連結売上高

100億円
新たなビジネスによる

連結売上高

2012.2月期
（実績）

2013.2月期
（見通）

2014.2月期
（見通）

2015.2月期
（見通）

売上高 34,813 33,120 36,500 40,000

営業利益 1,979 1,362 1,670 2,100

本3ヵ年に成長戦略として推進する新たな事業戦略

● 各種WEBメディアにおける当社独自のWEBメディアサービスモデルの創出
● TV・ラジオと各種WEBメディアとの連動型マーケティングモデルの創出
● 当社独自のメディアプラットフォームの開発

1 WEBビジネスの推進

● 当社クライアントのCRMビジネス拡大展開の際のトータルサポートの実施
● 当社独自のデータベースマーケティングモデルの創出2 CRMビジネスの推進

● 当社クライアントまたは当社サポート商品の海外マーケット進出の際のトータルサポートの実施
● 当社のノウハウを駆使した海外現地事業者へのトータルソリューションサービスの実施
● 海外現地事業者への日本の商品商材の海外BtoBビジネスの実施

3 国際ビジネスの推進

既存ビジネスによる売上高・営業利益

（百万円）

500億円目標



新任役員のご紹介 New Board Members
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当社は、さらなる経営体制強化のため、平成24年5月28日の株主総会をもって
新たに3名の取締役と1名の監査役を迎えました。

私はトライステージにて6年間、営業の第一線で現場に携わってまいりました。
今後は営業部門管掌取締役として、顧客企業の売上および利益の増加と当社の売上
および利益の増加に貢献するべく、ますますの営業力強化を目指して精進してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

取締役　鈴木　雄太郎

過去6年間の常勤監査役としての経験を生かしつつ、
コーポレートガバナンスのさらなる充実をすすめ、企業価値の向上に努めてまいります。
今後とも当社に温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役　鈴木　良治

私の役割は、長期的な会社全体利益を考え、行動していくことだと考えております。
長期的な会社の成長に寄与し、会社の“今”を適切に利害関係者へ伝達し、
結果として株主の皆様の利益に資することができるよう努力してまいります。
引き続き当社に温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

取締役　野口　卓

新任監査役として、当社の益々の発展の為に、微力ながら全力を尽くす所存です。
トライステージに変わらぬご支援をお願い申し上げます。

※社外取締役

※社外監査役

監査役　安島　和夫

代 表 取 締 役 C E O 妹 尾 　 　 　 勲 監 査 役 ※ 安 島 　 　 和 夫

代 表 取 締 役 COO 丸 田 　 　 昭 雄 監 査 役（ 非 常 勤 ）※ 百 合 本 　 安 彦

取 締 役 鈴 木 　 雄 太 郎 監 査 役（ 非 常 勤 ）※ 藤 井 　 　 幹 晴

取 締 役 野 口 　 　 　 卓

取 締 役（ 非 常 勤 ）※ 海 老 根 　 智 仁

取 締 役（ 非 常 勤 ）※ 鈴 木 　 　 良 治

新経営体制　2012年5月28日より

●  次回の株主通信で、全役員によるディスカッションをお届けする予定です  ●
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第 2期
’08/2

第 3期
’09/2

営業利益

2,000

1,000

4,000

3,000

0

2,000

1,000

4,000

3,000

0

1,045

2,037

（単位：百万円）

第 5期
’11/2

（注）当社は2008年2月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割、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 2期
’08/2

第 3期
’09/2

経常利益

1,039

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）

第 2期
’08/2

当期純利益

2,400

0

600

1,800

1,200

584

第 5期
’11/2

第 4期
’10/2

2,110

1,147

1,908

第 6期
’12/2

第 2期
’08/2

第 3期
’09/2

総資産

第 2期
’08/2

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）

3,740

6,457

1,110

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 2期
’08/2

第 3期
’09/2

第 5期
’11/2

売上高

40,000

0

10,000
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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 85.5%
■ 女性 7.9%
■ 無記入 6.6%

■ ～20代 1.3%
■ 30代 23.7%
■ 40代 9.2%

■ 50代 6.6%
■ 60代 35.5%
■ 70代～ 23.7%

財務ハイライト Financial Highlights

株主アンケート集計結果のご報告 第6期第2四半期株主通信におきまして、第6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76名の株主様（返信率6.4％）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」44.7％、②「積極的な成長戦略」と「安定的な配当」
がともに34.2％という順番となりました。
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❸

前 期
2011年2月28日

当 期
2012年2月29日

（資産の部）

流動資産 10,750,496 10,877,479

　現金及び預金 6,561,041 7,178,955

　売掛金 4,167,770 3,655,893

　商品 ̶ 165

　前渡金 ̶ 2,100

　前払費用 12,991 25,602

　繰延税金資産 87,516 50,181

　その他 2,509 30,071

　貸倒引当金 △ 81,332 △ 65,490

固定資産 237,546 389,779

　有形固定資産 82,685 127,786

　　建物 48,308 57,493

　　工具、器具及び備品 34,376 70,293

　無形固定資産 28,413 79,685

　　ソフトフェア 28,413 79,685

　投資その他の資産 126,447 182,306

　　差入保証金 103,083 103,083

　　長期前払費用 307 20,023

　　繰延税金資産 23,056 59,199

資産合計 10,988,043 11,267,258

前 期
2011年2月28日

当 期
2012年2月29日

（負債の部）

流動負債 3,563,195 2,938,773

　　買掛金 2,866,839 2,531,381

　　未払金 113,088 203,861

　　未払費用 22,603 31,905

　　未払法人税等 537,400 166,728

　　未払消費税等 23,017 ̶

　　前受金 245 ̶

　　その他 ̶ 4,897

固定負債 27,891 78,302

　　退職給付引当金 27,891 38,676

　　資産除去債務 ̶ 39,625

負債合計 3,591,086 3,017,076

（純資産の部）

株主資本 7,396,956 8,250,182

　　資本金 633,702 635,638

　　資本剰余金 623,702 625,638

　　　資本準備金 623,702 625,638

　　利益剰余金 6,139,778 7,136,984

　　自己株式 △ 226 △ 148,080

純資産合計 7,396,956 8,250,182

負債純資産合計 10,988,043 11,267,258

貸借対照表
（単位：千円）（単位：千円）

❶ 流動資産／月次売上が減少したことにより売掛金残高が減少した一
方で、現金預金が増加したこと等により、流動資産は前期末比1億
26,982千円増加し、108億77,479千円となりました。

❸ 負債合計／月次の仕入額の減少により買掛金が減少し、法人税・住
民税及び事業税の減少により未払法人税等が減少した結果、流動
負債は前期末比6億24,421千円減少しました。一方、固定負債は
同50,410千円増加しました。この結果、負債合計は前期末比5億
74,010千円減少し30億17,076百万円となりました。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

て増加した結果、固定資産は前期末比1億52,232千円増加し、3億
89,779千円となりました。 ❹ 純資産／当期純利益を11億47,712千円計上した一方、配当金の支

払が1億50,507千円、自己株式の取得による支払が1億47,854千
円発生したこと等により、純資産は前期末比8億53,225千円増加し
82億50,182千円となりました。

❶

❷

❹

財務諸表 Financial Statements
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前 期
2010年3月　1日～
2011年2月28日　

当 期
2011年3月　1日～
2012年2月29日　

売上高 37,572,063 34,813,650
　　ソリューション売上高 37,265,262 34,556,111

　　商品売上高 306,800 257,539

　売上原価 33,045,717 31,366,601
　　ソリューション売上原価 32,775,702 31,134,377

　　商品売上原価 270,014 232,224

売上総利益 4,526,345 3,447,048
　販売費及び一般管理費 1,302,227 1,467,784
　　役員報酬 86,865 81,378

　　給料及び手当 473,060 560,420

　　賞与 89,630 116,680

　　退職給付費用 10,940 12,613

　　法定福利費 77,461 97,622

　　旅費及び交通費 78,494 92,720

　　業務委託費 64,500 99,647

　　地代家賃 122,450 119,847

　　減価償却費 41,948 50,833

　　貸倒引当金繰入額 30,699 ̶

　　その他 226,178 236,019

営業利益 3,224,118 1,979,264
　営業外収益 13,106 9,970
　　受取利息 9,181 7,563

　　助成金収入 3,850 2,400

　　その他 74 6

　営業外費用 88 543
　　支払利息 25 25

　　自己株式取得費用 ̶ 517

　　為替差損 63 ̶

　　その他 ̶ 0

経常利益 3,237,135 1,988,691
　特別利益 — 15,841
　　貸倒引当金戻入額 ̶ 15,841

　特別損失 357 41,770
　　固定資産除却損 357 262

　　災害義援金 ̶ 30,000

　　資産除去債務会計基準の
　　適用に伴う影響額 ̶ 11,508

税引前当期純利益 3,236,778 1,962,762
　法人税、住民税及び事業税 1,303,006 813,857
　法人税等調整額 24,963 1,191
当期純利益 1,908,808 1,147,712

前 期
2010年3月　1日～
2011年2月28日　

当 期
2011年3月　1日～
2012年2月29日　

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,295,952 980,904

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,481,471 △ 768,969

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,969 △ 294,021

現金及び現金同等物の増加額 △ 2,179,549 △ 82,086

現金及び現金同等物の期首残高 3,290,590 1,111,041

現金及び現金同等物の期末残高 1,111,041 1,028,955

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

❺ 売上高／ダイレクトマーケティングを実施する顧客企業に対して、
商品開発・表現企画・媒体選定・受注・顧客管理といったバリュー
チェーンの各局面で、最適なソリューション提供に努めましたが、
上半期は東日本大震災の影響、下半期はテレビCM市場の活況に
伴う媒体金額が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、一部の商品開発面での的確な支援が果たせなかったこと
等により、売上高は前期比7.3％減の348億13,650千円となり
ました。

❻ 営業利益／売上高が減少したこと、売上総利益の収益性が悪化し
たこと（見込み通りの仕入れができず媒体費が減少した一方で外
注費が増加）、人員増強に伴う人件費の増加や業務委託費の増加
により販売費及び一般管理費が増加したこと等により、営業利益
は前期比38.6％減の19億79,264千円となりました。

❼ 現金及び現金同等物の期末残高／税引前当期純利益19億
62,762千円の計上などから営業活動によって得られた資金は9
億80,904千円となりました。定期預金の預入による支出などか
ら投資活動に使用した資金は7億68,969千円となりました。自
己株式の取得による支出や配当金の支払などから財務活動に使用
した資金は2億94,021千円となりました。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、前期末比82,086千円
減少し、10億28,955千円となりました。

財務諸表 Financial Statements
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　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。
　当期につきましては前期に引き続き、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ていると判断できることから、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。

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,543,800株

 株主数 1,092名

株式の状況 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当（2012年 2月 29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 635,638千円

 従業員数 108名

会社概要 （2012年 2月 29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 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 5月 28日現在）

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田昭雄 1,643,100 22.22
中村恭平 1,493,100 20.19
妹尾勲 1,418,100 19.18
プロスペクト　ジャパン　 
ファンド　リミテッド 682,500 9.23

小杉誠 375,000 5.07
グローバル・ブレイン株式会社 176,300 2.38
BANK OF NEW YORK GCM 
CLIENT ACCOUNT JPRD  
AC ISG (FE-AC)

135,486 1.83

MELLON BANK TREATY 
CLIENTS OMNIBUS 124,700 1.69

CGML-IPB CUSTOMER 
COLLATERAL ACCOUNT 99,500 1.35

大株主 （2012年 2月 29日現在）

株式分布状況

所有者数別

金融機関
5名
0.46%

金融商品取引業者
18名
1.65%

その他の法人
16名
1.47%

自己名義株式
1名
0.09%

外国法人等
28名
2.56%

個人・その他
1,024名
93.77%

所有株数別

金融機関
117,800株
1.56%

その他の法人
186,200株
2.47%

自己名義株式
150,147株
1.99%

金融商品取引業者
98,683株
1.31%

外国法人等
1,320,900株
17.51%

個人・その他
5,670,070株
75.16%

（2012年 2月 29日現在）

株式関連情報／会社情報 Stock Information/Corporate Data
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（注）持株比率は、自己株式150,147株を控除して計算しております。 



〒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/

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。）

▲ 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。


