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１-１ 連結損益計算書 概要

(単位：百万円)

― ２０１０年３月期 第３四半期 ―

・売上高について、国内ウェディング事業、海外・リゾートウェディング事業は堅調、

結婚派生事業は上期に行った一部事業清算により微減

・一方で前期末から実施している各種業務プロセスの見直しにより、売上総利益率は更に改善

・販管比率も改善し、営業利益、経常利益、四半期純利益はすべて黒字転換

《 連結決算 概況 》

・売上高は昨年同期比ではほぼ同水準
・営業利益、経常利益、四半期純利益は前期末から継続してきた各種業務プロセスと
費用の見直しにより大きく改善
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売上高 34,716 34,446 -0.8% 46,206
売上総利益 17,561 18,647 +6.2% 23,650

売上総利益率 50.6% 54.1% +3.5pt 51.2%
販管費 17,778 16,418 -7.6% 22,974

販管費率 51.2% 47.7% -3.5pt 49.7%

営業利益 △ 216 2,228 - 675
営業利益率 -0.6% 6.5% +7.1pt 1.5%

経常利益 △ 629 1,750 - 31

経常利益率 -1.8% 5.1% +6.9pt 0.1%
四半期純利益 △ 651 657 - △ 1,048

四半期純利益率 -1.9% 1.9% +3.8pt -2.3%

（参考）
2009年3月期通期

2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年比



・取扱組数の増加により、売上は拡大

・少人数パーティの増加等により披露宴単価は前期を下回った

１-２ 売上高内訳 解説＜国内ウェディング事業 施設形態別 売上高＞

国内ウェディング事業

直営店型 詳細

レストラン提携型 詳細

・直営店型は引き続き安定的な回復基調、提携型は会場数の減少により若干減

《 国内ウェディング事業 売上高 》

・期中の実質的な稼動会場の減少により売上は縮小

(単位：百万円)

―２０１０年３月期 第３四半期―
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2009年3月期3Q
売上高 売上高 構成比

31,502 31,201 100.0% -1.0%
直営店型 28,624 28,712 92.0% +0.3%
レストラン提携型 2,521 2,049 6.6% -18.7%
その他（一般宴会・試食会等） 355 439 1.4% +23.7%

2010年3月期3Q
前年比

売上高

2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年差異 前年比
28,624 28,712 +87 +0.3%

87 87 +0 +0.0%
7,284 7,512 +228 +3.1%
3,879 3,784 -95 -2.5%

76 75 -1 -1.6%
51,254 50,797 -456 -0.9%

※1　売上高には、挙式・挙式披露宴当日の売上以外に、結婚式後の追加売上高（写真の焼増し等）が含まれております。

一人当たり単価 （円） (A/B)

挙式披露宴単価(千円)　(A)
平均出席人数　(B)

取扱組数
会場数
売上高(百万円)　　(*1)

2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年差異 前年比
2,521 2,049 -472 -18.7%

16 15 -1 -6.3%
967 804 -163 -16.9%

2,587 2,528 -58 -2.3%挙式披露宴単価(千円)

会場数
取扱組数

売上高（百万円）



１-３ 連結 販売費及び一般管理費・営業利益 解説

・売上総利益 当社サービスの品質基準を策定したこと、規模を活かした購買戦略等により、

効率的な仕入れプロセスが確立し、売上総利益率は前年同期比で

3.5ポイントの改善

・営業利益 販管費においても、前期末からのあらゆる項目の見直しを継続し、

営業利益は黒字転換を達成

・前期末からの各種業務プロセスの見直しが成果となって表れ、
営業利益は大幅に回復し黒字転換

《 販売費及び一般管理費・営業利益 》

(単位：百万円)

―２０１０年３月期 第３四半期―
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2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年差異

売上高 34,716 34,446 -269

売上原価 17,154 15,798 -1,355

売上総利益 17,561 18,647 +1,085

販売費及び一般管理費計 17,778 16,418 -1,359

営業利益 △216 2,228 +2,445



１-４ 連結 営業外損益・特別損益・純損益 解説

・営業利益、経常利益、純利益ともに黒字転換
・上期に、特別損失として本社移転費用及び特別目的会社清算による評価損を計上

《 営業外損益・特別損益・純損益 》

・営業外損益 支払利息（△463百万円）

・特別損益 減損損失（2Ｑ：△150百万円）

投資有価証券評価損（2Ｑ：△306百万円） SPC清算に伴う出資金の評価損

(単位：百万円)

―２０１０年３月期 第３四半期―
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2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年差異
営業利益 △ 216 2,228 +2,445
営業外損益　合計 △ 412 △ 478 -65
経常利益 △ 629 1,750 +2,379
特別損益   　合計 △ 214 △ 535 -321
税前利益 △ 843 1,215 +2,058
四半期純利益 △ 651 657 +1,308



１-５ 事業セグメント別 解説

・各セグメントともに利益面で改善が進み、全事業セグメントにおいて営業利益黒字化

・国内ウェディング事業

⇒ 各種業務改善施策が奏功し、営業利益は大幅に増加

・海外・リゾートウェディング事業

⇒ グアムのチャペルが本格的に稼動し、売上高・利益率ともに増加

・結婚派生事業

⇒ 一部事業からの撤退及び収益化した事業の更なる躍進により営業利益は黒字転換

《 事業セグメント別 実績 》

(単位：百万円)

・国内ウェディング事業：㈱テイクアンドギヴ・ニーズ

・海外・リゾートウェディング事業：㈱グッドラック・コーポレーション

・結婚派生事業：㈱アニバーサリートラベル（旅行）、 ㈱ライフエンジェル（結婚資金融資）

㈱T&G Beauty（美容事業）、など

―２０１０年３月期 第３四半期―
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売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

国内ウェディング事業 31,501 1,321 31,201 3,352 -299 +2,030

海外・リゾートウェディング事業 1,933 △ 69 2,210 8 +276 +77

結婚派生事業 1,281 △ 58 1,035 0 -245 +58

小計 34,716 1,193 34,446 3,360 -269 +2,166

消去及び全社費用 - △ 1,410 - △ 1,131 - +278

連結 34,716 △ 216 34,446 2,228 -269 +2,445

2009年3月期3Q 2010年3月期3Q 前年差異



(単位：百万円)

１-６ 連結貸借対照表 解説 ＜資産の部＞

・資産の部において、第3四半期は大きな変動無し

《 連結BS 資産の部 主要変動項目 》

不動産リースに係る積立保証金の増加

【増減要因】

キャッシュフロー計算書をご参照ください

―２０１０年３月期 第３四半期―

子会社連結除外による短期貸付金の増加等
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減価償却による減少

2009年3月末 2009年12月末 増減
5,195 4,744 -450

現金及び預金 2,865 2,402 -462
売掛金 243 265 +22
その他 2,087 2,076 -10

36,229 36,277 +47
22,345 21,787 -557

建物及び構築物 11,844 11,551 -293
土地 9,661 9,661 +0
その他 838 574 -264

846 724 -121
13,037 13,764 +726

長期貸付金 1,223 1,140 -82
敷金及び保証金 10,010 11,264 +1,254
その他 1,803 1,358 -444

41,425 41,022 -402

流動資産合計

固定資産合計
　有形固定資産計

　無形固定資産計
　投資その他の資産計

資産合計



(単位：百万円)

１-７ 連結貸借対照表 解説 ＜負債・純資産の部＞

・純資産は、第三者割当増資（６月実施）により増加
・一方で負債は、債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）と返済により、圧縮が進む

《 連結BS 負債・純資産の部 主要変動項目 》

第三者割当増資（２００９年６月）による増加

【増減要因】

―２０１０年３月期 第３四半期―

借入金返済及び、デット・エクイティ・スワップ
による減少（３００百万円）など
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2009年3月末 2009年12月末 増減
29,098 26,533 -2,564
11,251 10,867 -384

買掛金 2,246 1,452 -794
短期借入金 3,530 3,820 +290
一年内返済予定長期借入金 2,429 2,446 +16
その他 3,045 3,154 +103

17,846 15,666 -2,180
長期借入金 16,447 14,225 -2,222
長期リース資産減損勘定 1,038 996 -41
その他 361 444 +83

純資産合計 12,326 14,488 +2,161
資本金 3,449 4,199 +749
資本剰余金 3,395 4,145 +749
利益剰余金 5,696 6,354 +657
その他 △ 214 △ 210 +3

41,425 41,022 -402

負債合計
　流動負債合計

　固定負債合計

負債・純資産合計



１-８ 連結キャッシュ・フロー計算書 解説

・営業活動によるキャッシュ・フロー

⇒ 税金等調整前四半期純利益の計上

減価償却費の計上

仕入債務の増減額

・投資活動によるキャッシュ・フロー

⇒ 敷金及び保証金の差入による支出

・財務活動によるキャッシュ・フロー

⇒ 株式の発行による収入

長期借入金の返済による支出

《 連結キャッシュ・フロー計算書 》

(単位：百万円)

―２０１０年３月期 第３四半期―

１,２１５百万円

９７２百万円

△７８８百万円

△１,５２７百万円

１,１７４百万円

△１,９５５百万円 8

2009年3月期3Q 2010年3月期3Q

実績 実績

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 645 1,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,608 △ 1,444

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,260 △ 446



当社ビジネスモデルと事業進捗

T&G Business Model and Revenue Plans

TAKE AND GIVE. NEEDS Co., Ltd.
TSE 1ST SECTION:4331
www.tgn.co.jp



一般化していた「儀式」としての挙式披露宴に対して

顧客目線で自由度の高い、新しい挙式披露宴スタイルを提案・提供

２-１ テイクアンドギヴ・ニーズの提供するハウスウェディング

婚礼マーケットの潜在ニーズを汲み取り、「ハウスウェディング」を世に広める

日本の従来の披露宴スタイル

儀式的な趣きと、形式的な

段取りによる挙式披露宴

各パート担当者に分割された

運営形態

スピードと効率を重視した、作り置きや

複数パーティ同時調理による婚礼料理

ゲストとの距離を感じさせる

高砂上の新郎新婦席

外国映画のような、アットホーム感覚

新郎・新婦の個性を引き出し、おもてなしするパーティ

パーティ全体の一貫したプロデュースをする

ウェディングプランナーの存在

パーティ進行に合わせ、隣接するキッチンで調理して

ベストの状態で届けられる料理

同じ目線で自由に行き来し、対話のできるレイアウト

T&Gが提唱するハウスウェディング
※社名の由来・・・世の中のニーズを汲み取り （Take）

そのニーズにあったサービスを創り、提供（Give）する企業であること

9



２-２ テイクアンドギヴ・ニーズの特徴と優位性

顧客ニーズの可能な限りの実現を主眼とすることで

高い付加価値を生み出すビジネスモデルを確立

空間の完全貸し切り一顧客一担当制

同一のウェディングプランナーが
１組のお客様を最後まで一貫してサポート

お客様本位の『ハウスウェディング』を実現するための代表的なコンセプトは以下のふたつ

ソフト ハード

パーティ当日に至るまで以下のように分業する
1）初回接客契約担当
2）各種打ち合わせ担当
3）当日パーティ運営担当

担当分野の知識のみで対応が可能だが
一組一組のお客様の個性を引き継ぐには限界がある

すべてのスペースを１組の
ために使用できるため
親密感と高い自由度を
兼ねたパーティを実現できる

お客様との強い信頼関係を構築することが可能
多様なニーズを汲み取りサプライズ演出などの基礎となる

他の新郎新婦やゲストに遭遇しない設計

ロビー、チャペル、控室など
共用部分が多いため
必然的に演出の幅の
制限を受ける

公共スペースでの疎外感も排除出来ない

10



２-３ ２０１０年３月期 事業展開の進捗と新しい取組み

スタンダードの開発
・当社サービスのあるべき姿を判断基準に、品質水準を設定
・仕入・提供するサービス・商品について、クオリティと適正価
格を両立する仕組みが確立

クオリティの更なる向上
・ウェディングプランナー、フラワーコーディネーター、
シェフの個々のスキルを底上げし、モチベーションを
高める制度の設定や催しを実施

・ＰＤＣＡを繰り返し、サービスの厚みと深みを追及

結婚周辺他業種との協業強化
・顧客層と規模を活かして、新たな企業と積極的に提携
・不特定多数ではなく、より挙式披露宴市場に近い
ターゲットにリーチすることが可能に

営業販売推進の強化
・新郎新婦だけでなく、親族やゲストまで目を向けた
接客ツールを開発し、競争力とサービス力を強化

・ブランド力向上のためのオリジナル商品の開発や
一流ブランドとの提携も積極的に行う

― 2010年3月期 ―

体質強化の施策 攻めの施策

11

ウェディングの新しいニーズをサービスに具現化
「こだわり」を持つ新郎の衣装、マナーで悩むゲストドレスの企画・販売等

高いプロデュース力を軸とした新たな「感動提供」
感謝を伝える銀婚式サービス開始、ラジオ局イベントのプロデュース等

今期の施策を着実に進めると共に、常に新しい価値を提供

足元を磐石に固め、営業推進を強化すると同時に
多様化するニーズを具現化し、顧客満足度の向上を図った



当社業績予想及び中期ビジョン

Forecasts and medium-term growth strategy



３-１ 過年度業績推移

今期は期初の業績予想を大幅に上回り
Ｖ字回復を経て継続的に成長を重ねる企業へ

今期はスピード成長後の基盤構築期を経た「第二創業期」

12

※2007年3月期より連結決算

第二創業期

（売上高） （営業利益）

2,487

46,43146,417

スピード成長期 基盤構築期



３-２ ２０１０年３月期 経営方針

11.2％

真の復活

「理念経営」を掲げるとともに、収益構造改革により確実に利益を

生み出せる体質へと変革を遂げ、世の中に必要とされる企業を目指す

◆ お客様第一主義のもと、高い付加価値を常に

提供し、企業としてのブランディングを推進

◆ 強固な組織と効率的な仕組みにより

継続して成果を生み出す強い企業に

２０１０年３月期経営方針

短期的ではなく、長期的かつ安定的に成長する企業へと転換

13



３-３ 1月15日発表の公募増資について

概要

資金使途の概要

主幹事証券

株式数

形態

設備増強等、設備投資に係る投資資金及び借入金返済

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

公募増資 22 万株

ＯＡ 3 万株（主幹事証券への第三者割当増資）

＝合計 25 万株

公募増資＋オーバーアロットメント（ＯＡ）

スケジュール

第三者割当増資払込期日（予定）

公募増資払込期日（完了）

発行決議日

2010年3月3日（水）

2010年2月1日（月）

2010年1月15日

14

公募増資と第三者割当増資により、最大23.4億円を調達

真の復活を遂げる今期、財務基盤を安定させ
新たな成長ステージに突入するための資金を獲得



３-４ 公募増資の目的とその効果
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増資資金による投資で、競争力と財務体質を一層強化

中期的な経営計画に基づき増資資金を投入し
企業としての成長と、継続的な株主価値の増大を達成

新たな企業ステージに向けて、今後の長期的且つ安定的な業績の
成長軌道をより確固たるものにするための投資資金を確保する

公募増資の目的

当社の強みとする、全国各地のハ
ウスウェディング施設設備の強化や
リニューアル等へと積極投資

長期借入金の返済にも一部を振り
向け、有利子負債を一層圧縮

１、競争力・成長力の強化 ２、財務基盤の強化



３-５ 当社の中期ビジョンについて
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今後三ヵ年においては、主力であるウェディング事業に集中する

新たな成長ステージに向けての調査・研究

当面は事業本来の強みの回復と、競争優位確立に経営資源を優先投下

同時並行で多様な観点から新事業・成長分野の研究を行う

安 定 収 益 体 制

ブ ラ ン デ ィ ン グ

お 取 引 先 様 と の 理 念 共 有

商 品 ク オ リ テ ィ の 向 上

設 備 投 資

現在の国内Ｗ事業 3ヵ年ビジョン

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期

国内Ｗ事業の集中的強化

新事業への準備

2013年3月期

主力の国内Ｗ事業での

圧倒的な競争力を背景に

事業領域拡張へ

2012年3月期

3ヵ年ビジョン達成

新3ヵ年ビジョン

事
業
領
域

磐石な国内Ｗ事業を
さらに磨き上げる

+
選択した新領域への挑戦

新たな成長ステージに
向けての調査・研究

顧 客 満 足 度 の 向 上

達成

企業理念による
一貫した方向付け



・付帯商品の販売や、プラン販売構成の見直しにより
直近では平均単価は回復している

・来期も引き続き各種対策を打つことにより、
回復基調をたどる見込み

３-６ ２０１０年３月期 国内ウェディング事業 主要指標計画 ― ２０１０年３月期 計画 ―

取 扱 組 数 計 画 挙 式 披 露 宴 単 価 計 画

受 注 達 成 率

102.1％

２００８年１２月末時点

２００９年１２月末時点

※ 対２００９年３月期実績 ※ 対２０１０年３月期計画

(単位：件) (単位：千円)

取扱組数は12月末時点で計画を2.1ポイント上回り、単価は計画を下回るが若干回復を予想

・営業力の回復により、今期施工パーティの

受注件数は12月末時点で既に、期初の計画に

対して2.1ポイント上回っている

・既に来期に照準を合わせており、受注活動は

順調に進捗している
17

98.8％

2009年3月期実績 2010年3月期計画

9,799 9,803

2010年3月期3Ｑ実績 2010年3月期計画

3,784 3,905

今期の少人数パーティ増加のトレンドにより、
平均出席人数減少の影響で単価は計画を下回るが
多様なニーズを汲み取り、件数を獲得している
（左記受注達成率ご参照）



３-７ ２０１０年３月期の連結業績予想について

(単位：百万円)

・通期の連結・単体業績予想は、足元の業績動向を勘案し、12月7日に上方修正を発表

・３Ｑ現在、修正計画に対して実績は順調に進捗しているため、予想を据え置く

― ２０１０年３月期 計画 ―

12月に上方修正した業績予想は据え置き
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※今期通期業績計画は平成21年12月7日に修正した数値

【連結】
2009年3月期

実績
期初計画

2010年3月期
通期計画（12/7修正）

通期　前期比
増減額

増減率（％）

売上高 46,206 47,918 46,431 225 0.5%

営業利益 675 1,961 2,487 1,812 268.4%

経常利益 31 1,285 1,884 1,853 -

当期純利益 △ 1,048 695 800 1,848 -

【個別】
2009年3月期

実績
期初計画

2010年3月期
通期計画（12/7修正）

通期　前期比
増減額

増減率（％）

売上高 41,484 41,816 41,517 33 0.1%

営業利益 241 1,481 2,098 1,857 770.5%

経常利益 208 1,276 1,931 1,723 828.4%

当期純利益 △ 2,449 687 793 3,242 -
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