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トライステージのこれから ～マネジメントからのメッセージ

    創業への思い、確信

妹尾 : 我々3人はかつて同じ広告代理店に勤務し、ダイレクト
マーケティングのクライアントに対応していた営業マン
でした。経験を積む中でダイレクトマーケティングの可
能性を確信し、広告代理店の中に社内ベンチャーを立ち
上げました。その後、広告代理店の範疇を超えてこのビ
ジネスの更なる拡大を図っていきたいという思いが強
くなり、退社し3人で起業することを決意しました。

中村 : “水は上から下に流れる”という単純な法則、これをダ
イレクトマーケティングに感じました。番組を放送する
と電話が鳴ったり、ホームページにアクセスがあったり
と必ずレスポンスがあります。その数字を見ていくと、
この事業には大きな可能性がある、また、通販会社をサ
ポートする仕組みを作れば通販会社と一緒に収益を上
げるWin-Winの関係を構築することができる、と思い
ました。元々、このビジネスの将来性に気づいたのは丸 

 
田ですし、ビジネスモデルとして体系立ててくれたの
も丸田です。

丸田 : 中村と私は広告代理店の同期で、ダイレクトマーケティ
ングのクライアントを担当する者同士であり、私自身が
中村ファンでもありました (笑 )。中村のいろんな話を
聞いて、盛り込む部分はガッチリ盛り込み、切り捨てる
部分はスッパリと切り捨てて、「こういう事だよね?」と
いう話を私がして「そうだね !」と中村が驚く･･･そん
な感じで作り上げたのが当社が掲げるダイレクトマー
ケティングのバリューチェーン図であり、トータルソ
リューションサービスというビジネスモデルです。

中村 : 創業直前に金融機関にこのビジネスモデルをプレゼン
テーションしたところ、“このビジネスなら無担保で融
資しましょう”というお話をいただいたその瞬間に、確
信が持てました。「我々のビジネスモデルはいける!」と。

    3人の役割分担、そして上場

妹尾 : 創業当時は3人とも営業に出ていましたが、それでは
会社運営がうまくいきません。そこで、ビジネスの拡 

 
 
大が得意な中村がCMOを、細かな詰めが得意な丸田
がCOOを、そして私がCEOを、ということで役割分

取締役CMO 代表取締役CEO 代表取締役COO

※2010年5月27日付で取締役相談役（非常勤）
となっております。

※



担しました。そして、創業からの急成長の中で3人のベ
クトルをより強く一つに結び付けていったのは、やはり
「上場」という目標を持ったことです。

中村 : コーポレート部門を丸田がやってくれたり、大事な交
渉の場面では妹尾がどんと座ってにらみをきかせてく
れたり･･･2人がいたから私は営業部門に専念でき、も
のすごいスピードで当社は成長してこれたんだと思っ
ています。

丸田 : 妹尾は全社員に対して常に「クライアントのために」と
いう視点を大切にするように説き、中村も同様の営業
体制を作ろうとしていました。しかし、COOである私
は、パブリックカンパニーとして株主や社員、社会の利
益をも同時に守る立場に立っています。「クライアント
のため」という視点だけに全員がフォーカスしてしま
うと、偏った方向に突っ走ってしまうという事態にな
らないとは限りませんので、そこをコントロールする 
のが私の役目だったんです。

中村 : “ここまではイイけど、ここからはダメ”という丸田の
作ったルールがあったからこそ大きなケガもなく順調

に成長してこれたんだ
と思いますね。

丸田 : 上場に向けて動き始め
た当初は、“パブリック
カンパニーとして当社
は耐えられるのか?”と
いう不安や迷いがあり
ました。おそらく私は
3人の中で最も精神論
的な考えが強い人間で、
“今は上場のための形づ
くりよりも会社に魂を
入れていくことの方が
大切じゃないか”といっ
た気持ちもありました。もがきながら、そして社員たち
の協力も仰ぎながら、上場会社に求められるガバナン
ス体制づくりを、それこそものすごいスピードで行い
ました。

   トライステージの強みと課題

中村 : 「天地人」。この言葉の意味を、当社の監査役が今年の
新入社員入社式で語ってくれたんです。これを当社に
当てはめると、“天の時”は、今ダイレクトマーケティン
グにかなりいい風が吹いていること、“地の利”は当社
がテレビ局などのメディアの現場を熟知していること、
そして“人の和”は、少し風変わりな我々3人を中心に
高い志を持った個性豊かな社員たちが集まってくれた
こと。こうした構図の中で我々3人が経営するトライス
テージが動くことで、何かを売りたい人、それらを買い
たい人、そして彼らが出会う場所であるメディア、この
3者全てが幸せになり、喜んでもらえる。そんなサービ
スを生み出せる可能性があるというのが当社の一番の
強みだと思います。

丸田 : 当社は社員に恵まれていると私は思っています。当社 

 
の強みもここにあると。
一言で言うと当社の社
員たちは実に“まじめ”
です。私はよく“パッ
ション (情熱 )&アティ
テュード (姿勢 ) だ”と
言っているのですが･･･
精神論者なので (笑 )。

妹尾 :丸田の言うとおり、人が
現在の当社の強みであ
ると同時に、人が全て
の会社だからこそ、課
題は何かと言えば、「人
材」です。当社のビジネ
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Message from Management

「クライアントのために」という視点と
「パブリックカンパニー」としての立場を両立



スについて耳にされた企業様からお声掛けいただくこ
とも多いのですが、現段階ではこうした新規見込み企
業様への対応も満足にできていない状況が続いていま
す。今後の成長のためには人材不足を補うことが必要
です。また、我々には競合がいないため、求める人材の
確保が難しいという事情もあります。そこで当社は、自
らの手で「トライステージマン」を一から育てています。
当然、時間を要します。このタイムラグを埋め、少しで
も多くの顧客企業様に対応していけるよう、現有勢力
の質を高める努力も必要です。まさに、人材とは「人財」

と感じます。
中村 : 営業部門を任されてきた私の立場から言えば、当社は

これまでたくさんの成功や失敗を繰り返しながら仕組
みや手法を築き上げてきましたので、その過程でどう
すればうまくいくかというノウハウを蓄積してきたと
いう点が現実的な強みです。課題は、メディアの変化
を的確に掴んで対応していくことだと思います。現在
の“地の利”であるテレビにしても、2011年には地上
波デジタル放送に移行しますし、テレビ以外のメディ
アとしてPCやモバイルへの対応も重要です。

   トライステージの未来予想図

丸田 :将来目指すところはやはり、当社の事業活動がダイレク
トマーケティングの普及につながっていくこと、そして、
その結果“今よりちょっと心地良い日本”の実現に貢献
していければと思います。そのためには、当社の事業を
伸びるだけ伸ばし続けることが大切だと信じています。

中村 :トライステージは将来、
すごくいいサービスを生み
出せそうな気がします。商品
だけではなく色々なサービス
が、電話1本、クリック1つで
必要な場所に届くような社会
を作っていける可能性がトラ
イステージにはあるのではと
思っています。私は今後、非
常勤の取締役相談役という立
場になりますが、創業からの
4年間で築いた事業の骨格を
ベースに、当社が更に発展す
るよう、引き続き協力してい
きたいと考えております。
丸田 :営業活動も、新しい仕
組みづくりも、これからは部 

 
 
長以下の社員が中心になって起案し、推進していかな
ければなりません。その組織体系は既に出来上がって
います。組織だけじゃない。社員が集まって“ああしよ
う、こうしよう”と新しいサービスの可能性を自由に話
し合ったり社内提案したりする風土が自然発生的に生
まれてきています。今後、営業の第一線を指揮・監督し
ていくわけですが、創業当時の気持ちが思い出され、ワ
クワクしています。

妹尾 :将来においても当社は、ダイレクトマーケティングを普
及するという軸はぶれないと思っています。マーケティ
ングの支援をしつつ展開の幅が広がり、それがクライ
アントのための支援とより良い社会のための支援とを
うまく両立させながら成長していく、そんな会社であり
たいと考えています。

丸田 : 私は創業時より、当社を“社員の家族が自慢できる会
社”にしたいと思い続けています。加えて、“株主の皆
様が株主であることを誇れる会社”を目指します。

妹尾 : 事業の成長が結果として株価や企業価値にも反映して
いくよう、ＩＲ活動を含め、株主の皆様の利益を重視し
た経営を目指していきたいと考えております。今後も
引き続きご支援のほどお願い申し上げます。
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トライステージのこれから ～マネジメントからのメッセージ Message from Management

人材が当社の強みであると同時に、
「トライステージマン」の育成が課題
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Special Feature　1特集 ❶　トライステージの成長戦略

　第4期（2010年2月期）よりスタートを切った中期事業戦略の
「第2フェーズ」では、①既存事業拡大への取組、②ソリューション
サービスの強化、③クロスメディア展開の推進、という3つの基本
戦略を推し進めております。

　第5期（2011年2月期）は、第4期に引き続き、第2フェーズの基
本戦略を推進してまいります。新しい業種の開拓等により既存事

業の更なる拡大に取り組むと共に、提供サービスにおいて商品企画

から情報加工、物流・決済、顧客管理までソリューションサービス

を強化し、取扱メディアにおいてはテレビ以外の多様なメディアを

複合的に活用しクロスメディア展開を推進するなど、事業の拡大を

図ってまいります。

第 2 フェー ズ第 1 フェー ズ
設立  ～  第3期 第4期  ～

第5期は、前期に引き続き、第2フェーズの基本戦略を推進し、
ダイレクトマーケティング支援において圧倒的No.1の確保を目指します。

第2フェーズの戦略概念図

ラジオ
新聞
雑誌
PC

モバイル
OOH

テレビ番組
テレビCM

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

商品
企画

               その他
           生活雑貨
      ビューティー
健康食品 提供サービス

業 種

ダイレクトマーケティング
支援事業領域

取扱メディア

2

既存事業拡大
への取組

1 ソリューション
サービスの強化

クロスメディア
展開の推進

3

❶ 既存事業の拡大への取組
❷ ソリューションサービスの強化
❸ クロスメディア展開の推進

【基本戦略】
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特集 ❷　マンガ『トライステージのお仕事』



6Bussiness Report 2010

Special Feature　2
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特集 ❷　マンガ『トライステージのお仕事』 Special Feature　2



8Bussiness Report 2010

Special Feature　3特集 ❸ 　アンケート集計結果のご報告

　第1回（2009年5月実施）に引き続き、第2回の株主アン
ケートを2009年10月に実施させていただきました。952
名の株主様のうち67名様（回収率7.0％）よりご回答をいた
だきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　ご回答いただきました株主様のプロフィールとしては、特

に、当社株式の保有株数において大きな変化が見られました。

今回のアンケートでは株式保有期間が6ヶ月未満の方が約半
数を占める中、比較的大口の株数を保有いただいている方の

増加が目立ち、当社株式にご期待いただいている株主様が増

えてきているものと予想されます。以下、集計結果の一部を

ご報告いたします。

当社株式をお持ちいただいている

理由として、82.1％の方が「成長性」
をあげていらっしゃいます。続いて、

「収益性の高さ」が47.8％、「成長性
のあるビジネスモデル」が26.9％
でした。株主様が期待されている

「収益ある成長」を追求し、企業価値

の向上に努めてまいります。

01. 当社株式をお持ちいただいている理由について

0.0 20.0 60.040.0 80.0 100.0（%）

82.1

47.8

26.9

13.4

11.9

6.0

4.5

成長性

成長性のある
ビジネスモデル

安定性の高さ

証券マン等に
勧められたから
新聞・雑誌等での
注目度の高さ

その他

収益性の高さ

当社経営に対して期待する内容とし

ては、「収益を重視した安定的な成長

戦略」（47.8％）、「積極的な成長戦略」
（41.8％）、「安定的な配当」（37.3％）
の3つが3割を超えるご回答となり
ました。こうした株主様のお声も参

考にしながら、今後の経営に取り組

んでまいります。

02. 当社の経営に対して期待する内容について

0.0 20.010.0 40.030.0 50.0 60.0（%）

47.8

41.8

37.3

29.9

22.4

9.0

3.0

収益を重視した
安定的な成長戦略

安定的な配当

事業領域を絞った
拡大戦略
財務体質の
健全性確保

事業領域の拡大

その他

積極的な成長戦略

● 社会に信用されて利益を受けられる。信用が出来て 
初めて利益を受けられる。信用を造ることに全力を。

● 配当は特に期待しておらず、御社の経営方針に沿って
成長機会に使用して財務基盤の強化に努める方向でい
いと思っています。

● 小額でもいいが配当があればまた購入したい。 
期待します！

● 株主を大事にしてほしい。
● さすが広告を扱っているだけあって、まず紙面が 
大きくて見やすい。絵や写真グラフが多くとても 
わかりやすい。内容にもとても工夫が感じられる。

● これまで以上に IR活動を積極化頂き、東証一部上場を
狙ってほしいと思います。

● 会社知名度の向上願います。
● 積極的な成長戦略に期待。社会的な発展にも 
重要性のある仕事です。

● ダイレクトマーケティングは大きな可能性を持って 
いると思うので、御社のご活躍を期待しています。

● 巣ごもり消費の終った先のことも見すえて 
考えてください。

● 地道にコツコツと成長していってほしいです。
● 社会貢献などにより、社会に役立つ、社会から必要と 
される企業になってください。売上だけではない企業
の価値をつくり出していかれることを切に願います。

03. 株主様からのお声の一部をご紹介
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第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 4期
2010/2

売上高
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27,000
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25,221

（単位：百万円）

第 1期
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第 2期
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第 3期
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営業利益
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第 1期
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第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

総資産

第 1期
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2010/2

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

純資産
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3,618

第 1期
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第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 4期
2010/2

自己資本比率
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45

18.9

29.7
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（単位：%）
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10,000

8,000

0

2,000

4,000

6,000

（単位：百万円）

（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 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

1株当たり当期純利益金額（注）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

第 4期
2010/2

第 4期
2010/2

1株当たり純資産（注）
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0

（単位：円）

80.10

169.09

450.66

731.20

400

0
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300

（単位：円）

62.13
88.99

282.04

162.61

2,783

3,740

6,457

9,616

526

1,110

3,365

5,482

第 3期
2009/2

1,150

（単位：百万円）

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

当期純利益

2,400

0

600

1,800

1,200

385

584

第 4期
2010/2

2,110

第 1期
2007/2

第 2期
2008/2

第 3期
2009/2

経常利益

677

1,039

2,011

（単位：百万円）

第 4期
2010/2

3,622

財務ハイライト Financial Highlights
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❸

前 期
2009年2月28日

当 期
2010年2月28日

（資産の部）

流動資産 5,775,927 9,352,986

　現金及び預金 2,891,318 5,340,590

　売掛金 2,824,277 3,936,128

　前払費用 19,278 15,432

　繰延税金資産 55,674 109,665

　その他 2,324 1,802

　貸倒引当金 △16,945 △ 50,633

固定資産 681,651 263,497

　有形固定資産 56,077 103,950

　　建物 25,689 59,353

　　工具、器具及び備品 30,387 44,597

　無形固定資産 3,511 30,592

　　ソフトフェア 3,511 30,592

　投資その他の資産 622,062 128,954

　　差入保証金 603,083 103,083

　　繰延税金資産 18,979 25,870

資産合計 6,457,579 9,616,483

前 期
2009年2月28日

当 期
2010年2月28日

（負債の部）

流動負債 3,079,761 4,115,359

　　買掛金 2,099,452 2,561,155

  　 未払金 159,176 246,836

　　未払費用 18,952 22,120

　　未払法人税等 671,896 1,117,931

　　未払消費税等 68,667 106,411

　　役員賞与引当金 58,800 57,150

　　その他 2,816 3,753

固定負債 12,376 18,946

　　退職給付引当金 12,376 18,946

負債合計 3,092,137 4,134,305

（純資産の部）

株主資本 3,365,441 5,482,178

　　資本金 627,318 630,642

　　資本剰余金 617,318 620,642

　　　資本準備金 617,318 620,642

　　利益剰余金 2,120,882 4,230,970

　　自己株式 △77 △ 77

純資産合計 3,365,441 5,482,178

負債純資産合計 6,457,579 9,616,483

貸借対照表
（単位：千円）（単位：千円）

❶ 流動資産／月次売上が増加したことによる売掛金の増加に加え、現
金及び預金も増加したことなどから、流動資産は前期末比35億
77,058千円増加し、93億52,986千円となりました。

❸ 負債合計／月次の仕入額の増加による買掛金の増加、法人税等の計上
による未払法人税等の増加などから流動負債が増加するとともに、固
定負債も増加した結果、負債合計は前期末比10億42,167千円増加
し、41億34,305千円となりました。

❷ 固定資産／有形固定資産及び無形固定資産が増加する一方で差入保
証金が減少したことなどにより、固定資産は前期末比4億18,154千
円減少し、2億63,497千円となりました。

❹ 純資産／当期純利益の計上による利益剰余金の増加などから、純資
産は前期末比21億16,737千円増加し、54億82,178千円となりま
した。

❶

❷

❹

Financial Statements財務諸表
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Financial Statements財務諸表

前 期
2008年3月　1日～
2009年2月28日　

当 期
2009年3月　1日～
2010年2月28日　

売上高 25,221,340 34,253,370
　　ソリューション売上高 24,675,839 33,841,483
　　商品売上高 545,500 411,887
　売上原価 22,173,729 29,396,337
　　ソリューション売上原価 21,682,389 29,029,639
　　商品売上原価 491,339 366,698
売上総利益 3,047,611 4,857,033
　販売費及び一般管理費 1,009,939 1,238,432
　　役員報酬 74,120 88,350
　　給料及び手当 273,761 367,085
　　賞与 126,755 143,484
　　役員賞与引当金繰入額 58,800 57,150
　　退職給付費用 5,349 7,795
　　法定福利費 50,983 65,906
　　旅費及び交通費 51,918 56,318
　　業務委託費 65,576 71,744
　　地代家賃 73,056 88,417
　　減価償却費 15,457 29,709
　　研究開発費 3,110 1,350
　　貸倒引当金繰入額 4,283 33,688
　　その他 206,769 227,433
営業利益 2,037,671 3,618,600
　営業外収益 3,880 3,763
　　受取利息 3,708 3,023
　　その他 171 739
　営業外費用 30,198 84
　　支払利息 4,654 84
　　株式交付費 1,655 -
　　上場関連費用 23,877 -
　　その他 12 -
経常利益 2,011,353 3,622,279
　特別損失 - 3,989
　　固定資産除却損 - 3,989
税引前当期純利益 2,011,353 3,618,290
　法人税、住民税及び事業税 887,201 1,569,085
　法人税等調整額 △26,828 △ 60,882
当期純利益 1,150,979 2,110,087

前 期
2008年3月　1日～
2009年2月28日　

当 期
2009年3月　1日～
2010年2月28日　

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,378,631 2,499,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,322 △ 2,106,881

財務活動によるキャッシュ・フロー 603,922 6,649

現金及び現金同等物の増加額 1,939,232 399,272

現金及び現金同等物の期首残高 952,085 2,891,318

現金及び現金同等物の期末残高 2,891,318 3,290,590

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

　2011年2月期におけるダイレクトマーケティング市場は、生活スタ

イルの変化、嗜好の多様化、低価格志向の高まりといった消費者のニー

ズに迅速かつ的確に対応できる市場として、ますますその存在感を増し、

引き続き堅調な成長を続けるものと考えております。こうした環境下、

当社は中期経営戦略 (2010年2月期～2012年2月期 )の推進により、

高い売上成長を目指しております。そのため、新たなメディアの取扱増

加等による売上原価率の若干の上昇、必要な人員の増強等による販売管

理費の増加などが見込まれております。

　以上を踏まえ、2011年2月期の通期業績は、売上高400億76百万

円 (前期比17.0%増 )、営業利益38億6百万円 (同5.2%増 )、経常利

益38億6百万円 (同5.1%増 )、当期純利益22億7百万円 (同4.6%増 )

を見込んでおります。

❺ 売上高／既存及び新規の顧客企業におけるテレビ通販事業が引き
続き堅調な成長を続ける中、メディア枠提供・表現物制作・受注管
理などが前期に引き続き好調に業績を伸ばすとともに、新規顧客
企業に対する成長支援を積極的に行い新規顧客企業との取引も増
加しました。これらの結果、売上高は前期比35.8%増の342億
53,370千円となりました。

❻ 営業利益／顧客企業のテレビ通販事業の拡大に伴って当社のメ
ディア取引額も増加した結果、売上総利益は前期比59.4%増の
大幅な増加となりました。また、販売費及び一般管理費は、業容
拡大に伴って人件費等が増加し同22.6%増となりました。これら
の結果、当期の営業利益は、同77.6%増の36億18,600千円の
大幅増益を達成することができました。

❼ 現金及び現金同等物の期末残高／税引前当期純利益36億
18,290千円の計上などから営業活動によるキャッシュ・フロー
は24億99,504千円の収入となりました。また、定期預金の預
入による支出などから投資活動によるキャッシュ・フローは21億
6,881千円の支出、ストック・オプションの権利行使に伴う株式
の発行などから財務活動によるキャッシュ・フローは6,649千円
の収入となりました。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3億99,272千円増加し、32億
90,590千円となりました。

通期業績の見通しについて
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Stock Information/Corporate Data株式関連情報／会社情報

　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ますが、同時に財務基盤の強化及び今
後の持続的成長のため内部留保の充実にも重点を置く必要
があると考えております。
　当社は現在、成長過程にあると考えております。従って、
内部留保の充実を図り、当社の成長機会に使用することによ
り、一層の業容の拡大を目指すことが、企業価値を高め、株
主の皆様に対する利益還元につながるとの認識から、配当を
実施しておりません。
　将来的な株主の皆様への利益還元につきましては、経営成
績及び財政状態を勘案して決定していく方針であります。
　また、内部留保資金については、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。

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,497,600株

 株主数 1,017名

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田昭雄 1,643,100 21.91 

中村恭平 1,643,100 21.91 

妹尾勲 1,418,100 18.91 

グローバル・ブレイン株式会社 540,900 7.21 

小杉誠 372,000 4.96 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 (信託口 ) 247,400 3.29 

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社 (信託口 ) 129,200 1.72 

ゴールドマンサックス
インターナショナル 83,900 1.11 

バンク　プリべ　エドモンド
デ　ロスチャイルド　ヨーロッパ 70,100 0.93 

投資事業組合GB-Ⅳ 65,500 0.87

株式の状況

大株主

利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当配当（2010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 630,642千円

 従業員数 62名

会社概要 （2010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 海老根智仁 

 取締役相談役 中村　恭平 

 監査役 鈴木　良治 

 監査役 百合本安彦 

 監査役 藤井　幹晴

役員 （2010年 5月 27日現在）

（2010年 2月 28日現在）

株式分布状況

所有者数別

金融機関
12名
1.18%

その他の法人
16名
1.57%

金融商品取引業者
15名
1.47%

自己名義株式
1名
0.10%

外国法人等
32名
3.15%

個人・その他
941名
92.53%

所有株数別

金融機関
480,700株
6.41%

その他の法人
549,300株
7.33%

金融商品取引業者
109,893株
1.47%

自己名義株式
72株
0.00%

外国法人等
494,490株
6.59%

個人・その他
5,863,145株
78.20%

（2010年 2月 28日現在）



 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。）

〒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/

▲ 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


