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【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座
を開設されていない株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
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株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座に
ついてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電話照会先にお
願いいたします。

【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

〒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／https://www.tri-stage.jp/

株
主
メ
モ



ダイレクトマーケティングに、
DX・イノベーションを。
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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。
　当期（2022年2月期）は、新たに策定したグループビジョン「ダイレクトマー
ケティングに、DX・イノベーションを。」の実現を目指して、中期経営計画「Tri’
s vision 2024」初年度の取り組みを積極的に推し進めました。
　連結業績につきましては、コロナ禍の厳しい事業環境が続く中、売上高
は微減ながらも、営業利益は前期に大幅伸長した実績をさらに上回ること
ができました。
　当期の連結業績は堅調に着地いたしましたが、主力事業であるテレビ
事業を取り巻く環境が厳しくなる中にあって、当社グループの事業構造改
革のスピードを速めていくことが必要不可欠であるとの判断から、この度、
MBO※の実施を決断いたしました。これにより、一連の手続きを経て当社
株式は非公開化され上場廃止となる予定です。その上で、克服すべき課題
を迅速に解決し、更なる成長と企業価値向上を目指してまいります。
　株主の皆様には、当社の今回の決断にご理解賜りますようお願い申し上
げますとともに、これまでのご支援ご鞭撻に心より感謝申し上げます。
※ MBO：マネジメント・バイアウト。公開買付者が当社の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであり、当社の

役員と利益を共通するものである取引。
代表取締役社長 倉田	育尚

く ら た や す ひ さ
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事業別の売上高/営業利益推移
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テレビ通販を中心とした
ダイレクトマーケティング

支援

最先端のAIツールを活用した
インターネット広告支援

ダイレクトメール発送代行で
業界トップクラスの実績

海外における卸売
※3Q決算で連結除外

日本のスグレモノを販売する
「日本百貨店」を運営
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　当期の連結業績は、売上高が前期比
0.6％減とほぼ横ばいとなる中、営業利益
は、同2.2％増となりました。
　営業利益については、前期は、「テレビ
事業」においてコロナ禍での巣ごもり消
費による一過性の好影響が上期業績を
大幅に上振れさせたことや、「DM事業」
にて貸倒引当金の一部戻入れもあり、
前々期比110.2％増という突出した増加
を示しました。当期は、この一時的なプラ
ス要因の働いた前期実績を上回ることが
できた訳ですから、今後の成長に向けた
グループ収益基盤が整ってきたものと評
価しております。

　一時的な要因によって膨らんだ前々期
の営業利益を、そうした要因のなかった
当期において超えることができた最大の
要因は、「WEB事業」の収益化です。当社
は、「WEB事業」を第2の柱へと育成して
いく方針のもと、2年前から積極的な“種
まき”と“育成”に取り組んできました。こ
れまでは投資が先行する時期が続いて
いましたが、一昨年の後半辺りからよう
やく“実り”のフェーズに入ってきたことか
ら、前期第4四半期には引越費用等を除
けば実質セグメント黒字へと転換し、当
期は「WEB事業」開始後初めて通期ベー
スで黒字化を果たすことができました。
具体的には、広告改善効果の高いAIツー
ルを切り口にクライアント数の拡大が

順調に進み、当期は2021年8月に新AI
ツール「Optmyzr」（オプティマイザー）へ
の切替えを行い、提案力がさらに増して
おります。

　既存事業である「テレビ事業」は、前期の
一過性の売上拡大を除けば、ほぼ例年並み
の安定的な売上・利益を確保しています。
　「DM事業」は、コロナ禍により新規クラ
イアント開拓が滞ったことから代理店営
業を強化することで取扱通数の拡大につ
なげることができ、増収となりました。しか
し、代理店ルートの増加により利益率を
下げる結果となり、残念ながら営業利益
が前期実績を下回りました。
　見極め事業と位置づけております「小

当期は、売上高は微減ながらも
営業利益は2期連続の増益

既存事業は堅調に推移し、
見極め事業のうち「小売事業」
は赤字幅が縮小

“実り”のフェーズに入ってきた
「WEB事業」は、黒字転換
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新サービスリリース状況

2021年2月期（前期） 2022年2月期（当期）

● データマーケティング基盤
「Tri-DDM」開始

● 映像共感度分析
● 会員制・放送枠
購入サービス「ソクレス」

データマーケティング強化による
顧客提供価値向上

基本戦略 ❶

クロスチャネル・AIマーケティング
サービスによる顧客拡大

基本戦略 ❷

新規事業立ち上げ
基本戦略 ❸

2021年8月

● 「Tri-DDM」リニューアル  
 ＋放送枠分析機能 
 ＋考査状況分析機能
 （● AI受注予測）

2021年4月

● 運用型テレビCMサービス「ウルテレ」
2021年7月

● QRトラッキングサービス
2021年10月

● リアルタイムTV連動広告配信システム「オダソー」

2021年9月

● テレビ通販コンタクトセンター診断サービス
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売事業」では、コロナ禍で減少していた
営業時間が当期に入って回復し、加えて
EC（通信販売）や卸売での販売拡大によ
り、赤字幅が大幅に縮小してきました。
　同じく見極め事業と位置づけておりま
した「海外事業」では、前期に引き続き当
期も子会社株式の売却を行いました。こ
の結果、海外子会社はすべて連結対象か
ら除外され、当期末をもって海外事業セ
グメントは廃止となりました。これにより、
当社グループの事業ポートフォリオの再
構築、収益基盤の強化が着実に進んでま
いりました。

　中期経営計画「Tri’s vision 2024」で
は、3つの基本戦略のもと、サービスの積

極的な開発や機能強化の取り組みを進
めております。
　基本戦略1「データマーケティング強
化による顧客提供価値向上」に関連して
は、データマーケティング基盤として開発
し機能強化を進めている「Tri-DDM」が
あります。放送枠の販売のみを行う「放送
枠提供型」よりも、映像制作から放送枠
の販売、コンタクトセンターの運用までを
トータルで受託する「運用型」の方が効
率・実績ともに高い傾向にあることから、
現在、後者のクライアント増加に注力して
おります。
　基本戦略2「クロスチャネル・AIマーケ
ティングサービスによる顧客拡大」に関
連しては、2021年4月からの約1年の
間に、運用テレビCMサービス「urutere

（ウルテレ）」、QRトラッキングサービス、
リアルタイムTV連動広告配信システム

将来の成長の種まきとして、
この2年間で多様な
サービスを開発

CRM施策
マーケ
ティング
施策

実績確認/プランニング/運用状況確認

Tri-DDM活用の流れ

Tri-Stage外部データ顧客企業
• 顧客・受注データ
• 商品データ 等

• 電話データ
• エリア情報 等

• 放送枠データ
• 受注データ 等

各種データを統合・分析し可視化
テレビ通販の効果向上を実現する
データマーケティング基盤

カスタマーデータ
プラットフォーム

CDP

ビジネス
インテリジェンス

BI

アーティフィシャル
インテリジェンス

AI

データ統合

施策連携
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株式会社トライステージの株式等に対する公開買付けの概要

【買付け等を行う株券等の種類】
❶ 普通株式
❷ 新株予約権

【買付け等の価格】
● 普通株式：1株につき金565円
● 新株予約権（第9回～第12回）：1個につき金1円

【買付け予定の株券等の数】
● 買付予定数：19,465,339株
● 買付予定数の下限：10,971,300株

【公開買付代理人】
SMBC日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目3番1号）

【公開買付者】※
株式会社BCJ-60（東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階）

【決済の開始日】
2022年6月16日（木）

【買付け等の期間】
2022年4月13日（水）から2022年6月10日（金）まで（39営業日）

※ 公開買付者は、Bain Capital Private Equity, LP 及びそのグルー
プ（以下、ベインキャピタル）が投資助言を行う投資ファンドによ
り発行済株式総数の全てを間接的に所有されている株式会社 
BCJ-59（以下、公開買付者親会社）の完全子会社であり、対象
者株式を所有し、対象者の事業活動を支配及び管理することを
主たる目的として2022年3月24日に設立された株式会社で
す。ベインキャピタルは全世界で約1,200億ドルの運用資産を
持つ国際的投資会社であり、日本においては2006年に東京拠
点を開設して以来、約40名の従業員により投資先に企業価値
向上に向けた取り組みを進めており、一般的な投資会社の提供
する資本・財務的支援にとどまらず、事業運営を現場レベルで支
援することで着実に成長戦略を実行し、数々の価値向上施策を
成功に導いた実績を有しております。ベインキャピタルは、日本
においては、23社に対して、そしてグローバルでは1984年の設
立以来、追加投資を含め約1,000社に対して投資実績を有して
おります。

応募方法に関するお問い合わせ先
＜SMBC日興証券株式会社コンタクトセンター＞

（受付時間 平日9：00～17：00、土・日・祝日・年末年始を除く）
0120-250-959
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「ODASO（オダソー）」などを開発・提供
しております。QRトラッキングサービス
は既にスタンダード化を果たしております
が、他の2つについては今後、テスト導入
等を経て、より競争力の高いサービスへ
の進化を図ってまいります。
　基本戦略3「新規事業立ち上げ」に関
連しては、前期から当期にかけて、映像
共感度分析、会員制の放送枠購入サービ
ス「ソクレス」、テレビ通販コンタクトセン
ター診断サービスなどを開発・提供してき
ました。これらのサービスは、現場でのト
ライ＆エラーを繰り返しながら品質や機
能を高め、収益化を早期に実現していき
たいと考えております。
　以上のように、僅か2年足らずの間に
非常に多くのサービスを開発することが
できるようになった背景には、開発体制
の強化があります。現在、副社長である

前田のもと約10名のチームが開発に専
念する体制を備え、今後の成長戦略を推
し進めていく上で、非常に大きな原動力
となっております。

　2022年4月12日付のリリースによっ
て、株主の皆様も既にご承知おきいただ
いているものと存じますが、当社はこの
度、MBOの一環として行われる株式会
社BCJ-60（ベインキャピタル傘下）によ
る当社株式等に対する公開買付けに賛
同の意見を表明し、株主の皆様に対しま
しては、本公開買付けへの応募を推奨す
ることを決議いたしました。
　この大きな決断の目的は、もちろん、今
後の成長をより確かなものとすることで

あり、将来の企業価値を最大化すること
です。具体的には、当社を一旦、非公開化
し、その間に、外部のアセット・リソースを
活用しながら、克服すべき課題への取り
組みを行い、しっかりと解決へ導くこと、そ
して、次の成長に必要な様々な種まきを
行っていくこと、そのための大胆な投資を
実行すること、であります。逆に言えば、
投資実行が株価を押し下げ株主の皆様
にご迷惑をお掛けすることとなる恐れを
回避することも、非公開化の決断理由の
一つとなっております。
　企業価値を高め、より価値ある企業と
して再び株式市場へと立ち戻り、皆様と
再会できる日を楽しみにしております。
　これまでのご支援に心より感謝申し上
げます。どうもありがとうございました。

非公開化により、
企業価値最大化に向けた
積極投資の実行へ
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「中期経営計画Tri's vision 2024」の戦略の土台となる、データマーケティング基盤「Tri-DDM」の機能改修や、新サービス開
発等に積極的に取り組みました。なお、事業の選択と集中の方針の下、2021年10月29日付で連結子会社であるMERDIS
社の全株式を譲渡。これに伴い、関係会社株式売却損4億4百万円を特別損失に計上しています。その結果、売上高は前期比
0.6％減の475億19百万円、営業利益は同2.2％増の13億49百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益
は同0.4%減の8億44百万円となりました。

営業の
概況

総資産は、主に現金及び預金が増加した一方、受取手形及び売掛金、商品、建物が減少したこと等に伴い、前期末比1億50
百万円増加し、153億33百万円となりました。また、純資産は親会社株主に帰属する当期純利益を8億44百万円計上した一
方、剰余金の配当を行ったこと等により6億62百万円増加し、74億77百万円となりました。自己資本比率は48.7％となり、
引き続き健全な水準を維持しております。

財務
状態

第16期
’22/2

15,333

第16期
’22/2

第16期
’22/2

48.7

7,477

※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018（平成30）年2月16日）等を第14期の期首から適用しており、第13期については、遡及適用後の数値を記載し
ております。
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ご回答いただきました1,609名の株主様（返信率15.6％）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「安定的な
配当」32.5％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」が24.2％、
③「積極的な成長戦略」15.7％という順番となりました。

第16期第2四半期株主通信におきまして、第26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。

株主アンケート
集計結果のご報告

■ 男性 69.5%
■ 女性 25.3%
■ 回答しない 0.2%
■ 無記入 4.9%

■ ～20代 1.7%
■ 30代 6.5%
■ 40代 14.2%
■ 50代 18.0%
■ 60代 24.9%
■ 70代～ 33.5%
■ 無記入 1.3% 0.0 30.020.010.0 40.0（%）

11.7

1.7

32.5安定的な配当

24.2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

9.3事業領域を絞った
成長戦略

その他

15.7積極的な成長戦略

4.9事業領域の拡大

● 安定的な成長戦略で業績を上げてほしい。
● 業績拡大に期待しています。
● WEB関連事業、期待大です。
● 海外事業の撤退は少し遅かったが良かった。 
これからは本業に集中して業績拡大をお願いする。

● 時代は変化しています。 
何事もチャレンジ精神でお願いします。

● インターネットへの対応が遅いように感じる。 
TV視聴が昔ほど生活の大きな部分を占めていない。 
私もTVはほとんど見ません。

● 新しい分野への積極的進出が必要。
● 事業展開のしかたで大きく伸びると思われる。
● アンケートはQRコードでスマホからの対応をしてほしい。

経営・業績について 株価・株主還元について

株主の皆様からのご意見を、一部抜粋して紹介させていただきます。

● 株価上昇に向けた成長戦略を推進ください。
● 分割後、かなりの間株価の低迷が続いています。  
株価改善の対策を実施してください。

● 株主優待を続けてほしい。
● 株主通信、簡素で分かりやすく良い。 
株主重視の姿勢があり長く保有したいと思っています。

性別

年齢

第16期株主通信における株主アンケート（ハガキ）はござい
ません。これまで、たくさんのご意見をお寄せいただき、あり
がとうございました。
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配当金推移

株主優待制度

　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、財務基盤の強化およ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、投資状況、財務状況を勘
案し、適切な利益還元策を実施することを基本方針としております。
　当期につきましては、1株当たり7円の配当を実施することを決定
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、毎年8月末
現在および2月末現在の株主名簿に記載または記録された株
主様を対象として株主優待を実施しております。
　なお、2022年4月12日付「株主優待制度の廃止に関するお
知らせ」にて公表のとおり、MBOが成立することを条件として
2022年2月末を基準日とする株主優待をもちまして廃止を予
定しております。

ご保有の株式数に応じてクオカードを
贈呈いたします。

（単位：円）
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保有株式数 基準日
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2,000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

送付時期 10月下旬 5月下旬

株
主
優
待
制
度
／
配
当
政
策

株
式
関
連
情
報
／
会
社
情
報

	発行可能株式総数 96,000,000株
	発行済株式数 30,517,200株
	株主数 10,472名

（2022年2月28日現在）株式の状況

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,572,400 26.21
双日株式会社 5,782,400 23.06
妹尾　　勲 2,077,400 8.28
萩原　雄二 298,900 1.19
光通信株式会社 275,300 1.09
小林　光男 136,000 0.54
市川　敏夫 119,000 0.47
トライステージ従業員持株会 102,400 0.40
今泉　亜矢 102,000 0.40
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 88,200 0.35

大株主

(注)1 当社は、自己株式を5,444,261株保有しておりますが、上記大株主からは除外 
 しております。
 2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2022年2月28日現在）

	商号 株式会社トライステージ

	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

	設立日 2006年3月3日
	資本金 645,547千円
	従業員数 連結 257名　単体 122名

会社概要 （2022年2月28日現在）

取締役・監査役 （2022年5月26日現在）

	取締役（非常勤）福田　　大
	取締役（非常勤）菅原　勇祐※

	監査役 太田　譲治※

	監査役（非常勤）藤井　幹晴※

	監査役（非常勤）庄村　　裕※

※社外役員

詳しくは企業ホームページをご覧ください
https：//www.tri-stage.jp/

	取締役会長 妹尾　　勲
	代表取締役社長 倉田　育尚
	代表取締役副社長 前田　充章
	取締役ファウンダー（非常勤）丸田　昭雄
	取締役（非常勤） 杉山　博髙※
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株主通信
第16期

	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
中間配当を行う場合は8月31日

	定時株主総会 毎年5月
	株主名簿管理人	および
	 特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

	株主名簿管理人
	 事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先） 0120－782－031
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

	上場証券取引所 東京証券取引所 グロース

	公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　https://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。）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座
を開設されていない株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行
株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座に
ついてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電話照会先にお
願いいたします。

【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

〒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／https://www.tri-stage.jp/
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