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T&G トップメッセージ 2016年3月期経営方針

当社グループはここ数年事業基盤を確立し、利益水準を向上させてまいりました。2016年3月期からはこの収益基盤
をベースにしながら、既存店強化に加え、成長戦略に舵を切り、新規出店・新規事業開発・海外事業展開の強化に向けて
先行投資を行ってまいります。

新規出店については、今年9月に京都、来年春に横浜にオープンさせる予定です。また、ホテル事業に参入し、増加し
つつある訪日観光客、流行への感度が高いこだわりを持った国内顧客層に向け、長年婚礼における装飾・演出力で培っ
たノウハウと魅力あるコンテンツの開発企画力を持ち、またホテル運営ノウハウを持つ当社が、T&Gスタイルのコンセ
プト型ホテルで新たな市場を創出してまいります。

新規事業開発としては、自社ドレスショップをオープンさせ、欧米における最先端のドレスを品揃えることで顧客満
足度を向上させると同時に、収益性の向上を目指しております。

海外事業展開の強化としては、リゾートウェディングにおいて、新規施設の開設、販売店舗網の拡大によって収益性の
向上を図っております。

また、上海・香港法人の婚礼プロデュースや蘇州工場などを整理し、選択と集中を徹底して行ってまいります。
今年11月には、迅速な意思決定と施策の実行スピードを上げるべく、組織変更を行い、本社本部機能を3本部26部室

から3本部18部室に改編いたしました。今後は、新たな組織で、既存店強化と3つの成長戦略を確実に実現してまいります。

代表取締役社長代表取締役会長

選 択 と 集 中 を 徹 底 し 、
新 規 事 業 を 創 出 す る

既存店強化

3つの成長戦略

● マーケティング強化、ハード投資、人材強化といったあらゆる観点から
　既存店強化を図る
● 個店毎の競争環境に応じた施策を実行する

集客力向上 ● マーケティング改革実施
● 「コンタクトセンター」新設

組織体制 ● 「事業戦略部」「特別推進事業部」新設
● 本社組織のスリム化

契約率向上 ● 「営業スーパーバイザー」設置
● 少人数婚プランの導入

中長期的対策 ● 大型リニューアル

+

新規出店
● ｢次世代型専門結婚式場｣

｢ライフスタイル型複合施
設｣を出店する

● 新たにホテル事業に参入
し、新しい市場を創出する

新規事業開発
● ｢ゼロから創り上げる、新

しいウェディングスタイ
ル」を一層洗練させる

● ドレスの内製化を本格的
に推進する

海外事業
● リゾートウェディングにお

いて新店を展開し、国内
の販売体制を強化する

● インドネシアでの事業を
開始する

2
1

3

2 016 年 3 月期は
既存店強化及び
3 つの成長戦略を柱とする

当社グループは、「人の心を、人生を豊かに

する」という企業理念のもと、「時間」を「幸せ

な瞬間」に変えるプロフェッショナルとして、

人々の生活における多様なニーズを汲み取り、

理念に即した高品質なサービスを提供するこ

とで、最大限の顧客満足を提供するべく、事業

を推進しております。

2016年3月期経営方針は、既存店強化及

び新規出店、新規事業開発、海外事業展開の

強化になります。健全なる成長を実現させる

と同時に、投資効率性を重視した経営を推進

いたします。

また、当社がサービスコンセプトとして掲

げる“One Heart Wedding”を世の中に発

信し、結婚式の本質を追求することで、他社

との差別化を図ります。また、新規出店及び

リニューアル、人材育成等の投資を積極的に

行い、シェア拡大及び事業基盤強化を図って

まいります。

岩 瀬  賢 治野 尻  佳 孝
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国内事業

多様化するお客様のニーズを掘り起こし、
国内シェアの拡大を推進

■  I nStyle wedding KYOTO　2015年9月グランドオープン
「InStyle wedding KYOTO」は、その名の通り「流行/最先端（InStyle）」

を発信するウェディングスペースとして、流行感度の高い新郎新婦に向け、
「居心地の良い空間で、セレクトショップでお気に入りを選ぶような感覚で
ウェディングをおしゃれに楽しむ」という新しいウェディングの価値観を提
案してまいります。

同店舗は、街並みとの調和を大切にしたシックで上質感あるエントランス
や、トレンドを発信する街ニューヨーク・ブルックリンのスタイルをイメー
ジしたデザインが特徴的で、伝統と革新が息づく京都にふさわしい空間が創
られています。優れたデザイン性と新たなスタイルのウェディングサービ
スを通じて、話題性の高い施設づくりをしていくとともに、京都の歴史と顧
客の心に深く刻まれる結婚式を提供してまいります。

「社会で子どもを育てる」をコンセプトにした小中学生児童の放課後事
業を展開する特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクールと共同
で、少子化の抑止に寄与する社会貢献活動「婚育プロジェクト」を始動い
たしました。第一弾として2015年8月3日、「結婚」をテーマに小学生から
高校生を対象としたワークショップ「婚育サマープログラム」を開催し、
結婚についてのディスカッションや結婚式の模擬体験などを行いました。

T&Gは、結婚式をプロデュースする企業として、子供たちが結婚の意
味について考える「婚育（こんいく）」の機会を作り、未来に希望を抱ける
よう貢献していきたいと考えております。今後も、これまでウェディング
事業で培った知識や経験を伝えていく活動を積極的に行ってまいります。

2016年春　横浜・みなとみらいに
「BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai」をオープン

少子化対策として「婚育プロジェクト」を始動
～ 学生向けワークショップ「婚育サマープログラム」を2015年8月に開講しました ～

「自由で、オシャレで、心地よい」をコンセプトに、世界各地から厳選した最旬
のアイテムと、形式に捉われることなく空間も時間も自由にコーディネートでき
る完全貸切り型の会場で、新しいウェディングスタイルを提供してまいります。

同店舗はシンプルな美しさ、ニュアンスのある素材感、ユニークなディテール、
グラフィックなど、日本でも改めて注目されているアメリカ西海岸、カリフォルニ
アカルチャーのインスピレーションにあふれた空間となっております。また全フ
ロアにオーシャンビューのウッドデッキを備え、さらに“チャペルからもバンケッ
トからも海を見渡せる”という立地を活かして、他店舗との差別化を図ります。

横浜エリア6店舗目となる同店舗においては、既存店舗とは異なるデザインテ
イストとコンセプトを強みに、新たな顧客層の利用を見込むとともに、多様化す
る顧客のニーズに応えてまいります。

■  絆を深める少人数ウェディングプラン「Lien de Famil le」の販売を開始
マタニティのご新婦、お子様連れや晩婚のカップルなど、結婚式を挙げる方の多様

化に伴い、ウェディングに対するご要望も日々変化しております。2015年10月より、こ
れまでご要望の多かった挙式のみ・少人数会食用の新プラン「Lien de Famille」（リア
ン ドゥ ファミーユ）の販売を開始いたしました。

新たに提供する「Lien de Famille」では、挙式のみ／挙式＋10名会食／挙式＋20名
会食／挙式＋30名会食の4つのプランを設け、少人数でゲストとコミュニケーション
の取れるアットホームな雰囲気を希望するお客様に、最適なプランを提供いたします。

Lien de Familleとはフランス語で「家族の絆」を意味する言葉で、家族や近しい友
人との絆がさらに深まるようにとの想いを込めて、今回のプラン名称となりました。

T&Gでは、今後もお客様のご要望に合わせ、より良いサービスを提供できるよう努
めてまいります。

Topics 1
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アジア現地からのリゾートウェディング送客を本格化し、
海外事業を強化

海外事業

■ ジャカルタにて現地法人設立　婚礼プロデュース新規業務提携開始
2015年4月より成長著しいASEAN市場本格進出の第一弾として、

「PT TAKE AND GIVE. NEEDS INDONESIA」（インドネシア・
ジャカルタ）を設立し、5つ星ホテル「フェアモント ジャカルタ」におい
て婚礼プロデュース事業を開始いたしました。ホテルオーナーの鹿島
建設株式会社のインドネシア関連会社「スナヤン・トリカリア・スンパナ」
と業務提携契約を締結し、同ホテルで専属ウェディング・プランナーと
してハイエンドの顧客層をターゲットとした婚礼サービスを提供して
おります。

今後も日本のハウスウェディング業界のパイオニア企業として蓄積し
たノウハウと、中国・香港・米国などのグローバル市場での知見を強み
にジャカルタで新たな市場の掘り起こしに取り組んでまいります。

この度、新たに挙式の取扱いを開始するデザイナーズホテル「ザ モダン 
ホノルル」は、数々の有名なホテルを手掛けたイアン・シュレーガー氏がプ
ロデュースし、米「フォーブス」誌で4つ星を獲得している注目のホテルで
す。日本のプロデュース会社としては初めて独占取組が決定し、ホテルの
中でも象徴的な場所・アラワイハーバーを一望できるラグジュアリーなロ
ケーションに、緑に囲まれたテラスチャペルを新設いたしました。コンセプ
トは「ここからはじまりここからつながるふたりと家族のヴァカンスウェデ
ィング」。

アールイズ・ウエディングでは、この度の新サービスにより「ビーチリゾー
トウェディング」のみならず、「上質なヴァカンスウェディング」を求める新
しい顧客層を開拓してまいります。

クリーンスタッフの森田赳人さんが、7 月25日（土）から米国ロサンゼ
ルスで開催された「2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ロ
サンゼルス」 の体操部門に日本選手団の一人として出場し、跳馬で銀メダ
ル・床で銅メダルを獲得いたしました。

森田選手がスペシャルオリンピックス夏季世界大会に出場するのは、上
海、アテネに続き、今大会が3度目となります。

3大会連続メダル獲得の偉業を成し遂げ、聖地ロサンゼルスをわかせた
森田選手。T&Gスピリットを胸に表彰台に立ちました。
スペシャルオリンピックスとは：スペシャルオリンピックスは、知的障がいのある人たちの自立や社会参加を目的に1968年に設立された国際的なスポーツ組織で、オリ
ンピック種目に準じたスポーツトレーニングと、その成果を発表する競技会を提供している。オリンピックと同様、夏季・冬季それぞれ4年に一度開催され、14回目を迎
える本大会は、177の国と地域から7,000名の選手団が参加し、9日間にわたり25競技を競いました。
テイクアンドギヴ・ニーズの障がい者雇用について：多様な人材を雇用するために柔軟な対応が求められている昨今、T&Gでは2005年より障がいのある人たちの安定
雇用と戦力化に前向きに取り組んでおり、現在、17名が勤務しており、施設のバンケットやチャペル、ガーデンなどの清掃業務を担当している。

人事部 森田赳人さんが、2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・
ロサンゼルスに出場。体操部門でメダルを獲得しました。Topics 2

アールイズ・ウエディング、ハワイで人気のデザイナーズホテル
「ザ モダン ホノルル」にて8月21日より挙式の国内独占販売を開始

アールイズ・ウエディング、
リゾートウェディングサロン旗艦店を2015年12月、新宿にオープン
12月11日、国内最大級の敷地面積と情報量を誇るリゾートウェディング

サロンが誕生します。
「アールイズ・ウエディング新宿サロン」では、リゾートウェディングの実

施を決めたお客様や検討中のお客様はもちろん、どのような挙式スタイルを
選べばよいか迷っているお客様に、より充実した情報と、実際の挙式当日を
イメージできる環境を提供いたします。既に挙式を挙げた100組以上のお客
様実例を閲覧できる「実例検索カウンター」や、あらゆる現地情報やウェディ
ング情報を得られる専門書籍・雑誌、映像を用意しております。また、リゾー
トウェディング専門のドレスサロン「ウィズ ア ホワイト」を併設し、ドレス
着用でのリハーサルメイクが体験できます。さらに、ウォーキングレッスン
など、実際の挙式当日をよりイメージできるサービスを充実させております。

今後も、お客様のニーズを汲み取り、理想のリゾートウェディングを叶え
るため、当社は本サロンを通して多くの価値を創造し、常に新しいサービス
を提供してまいります。
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連結業績は順調に推移し、営業利益は計画を達成

事業別の概要

連結貸借対照表 （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

当第２四半期連結累計期間におきましては、業績は順調に推移し、売上高は概ね
計画通りの着地となり、営業利益は計画を上回りました。

国内ウェディング事業につきましては、直営店において、マーケティング強化、
ハード投資、人材強化といったあらゆる観点から既存店強化を図り、個店毎の競争
環境に応じた施策を実行いたしました。競争激化等により単価は微減するも、2015
年３月にオープンした新店と合わせ、取扱組数が前年同期と比較して156件増の
5,501件となりました。

海外・リゾートウェディングにつきましては、2014年９月の沖縄の白の教会、
2015年1月のグアムのクリスタルチャペルといった新規施設を開業し、また販
売網拡大により取扱組数が増加しました。アジア婚礼プロデュースでは、成長著
しいASEAN市場本格進出の第一弾として、「PT TAKE AND GIVE. NEEDS 
INDONESIA」（インドネシア・ジャカルタ）を設立しました。そして、ジャカルタ
における事業展開としてまず、今年オープン5つ星ホテル「フェアモント ジャカルタ」
において婚礼プロデュース事業を開始し、受注活動を開始しております。

科目
当第2四半期
連結会計期間

（2015年9月30日現在）

前第2四半期
連結会計期間

（2014年9月30日現在）

前連結
会計年度

（2015年3月31日現在）
資産の部
流動資産 9,937 10,565 9,485

現金及び預金 5,541 6,418 5,111
売掛金 711 784 522
営業貸付金 1,885 1,683 1,778
前払費用 745 663 786
その他 1,110 1,059 1,331
貸倒引当金 △57 △42 △43

固定資産 39,128 38,260 38,605
有形固定資 26,790 24,910 25,564

建物及び構築物（純額） 14,857 13,499 13,910
土地 9,973 9,973 9,973
建設仮勘定　 441 299 436
その他 1,517 1,137 1,243

無形固定資産 2,208 2,242 2,187
投資その他の資産 10,129 11,108 10,853

長期貸付金　 583 676 630
敷金及び保証金　 7,432 7,958 7,760
その他 2,113 2,472 2,462

資産合計 49,066 48,826 48,091

科目
当第2四半期
連結累計期間
（2015年4月1日〜
 2015年9月30日）

前第2四半期
連結累計期間
（2014年4月1日〜
 2014年9月30日）

前連結
会計年度

（2014年4月1日〜
 2015年3月31日）

売上高 28,709 27,763 59,269
売上原価 11,916 11,969 25,373

売上総利益 16,792 15,793 33,895
販売費及び一般管理費 16,517 15,418 30,874

営業利益 275 375 3,021
営業外収益 118 33 128
営業外費用 154 171 366

経常利益 239 238 2,784
特別利益 35 - -
特別損失 298 4 523

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前四半期純損失 △23 233 2,260

法人税等合計 130 297 1,228
非支配株主に帰属する四半期純利益 13 9 24

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失 △168 △72 1,008

科目
当第2四半期
連結累計期間
（2015年4月1日〜
 2015年9月30日）

前第2四半期
連結累計期間
（2014年4月1日〜
 2014年9月30日）

前連結
会計年度

（2014年4月1日〜
 2015年3月31日）

営業活動による
キャッシュ・フロー 802 △751 1,825

投資活動による
キャッシュ・フロー △2,066 △1,037 △2,477

財務活動による
キャッシュ・フロー 1,638 2,615 126

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △26 △6 56

現金及び現金同等物の
増減額（減少△） 348 820 △469

現金及び現金同等物の
期首残高 4,877 5,346 5,346

現金及び現金同等物の
四半期（期末）残高 5,307 6,166 4,877

科目
当第2四半期
連結会計期間

（2015年9月30日現在）

前第2四半期
連結会計期間

（2014年9月30日現在）

前連結
会計年度

（2015年3月31日現在）
負債の部
流動負債 13,732 16,443 14,058

買掛金　 2,601 2,534 2,576
短期借入金 1,270 4,020 1,370
1年以内返済予定の長期借入金 4,413 3,945 4,024
その他 5,447 5,943 6,087

固定負債 15,226 13,526 13,569
長期借入金　 12,268 10,397 10,590
その他　 2,957 3,129 2,979

負債合計 28,958 29,970 27,628
純資産の部
株主資本 19,475 18,766 19,846

資本金 5,264 5,264 5,264
資本剰余金　 5,210 5,210 5,210
利益剰余金　 9,213 8,503 9,584
自己株式　 △213 △211 △212

その他の包括利益累計額 436 △39 432
非支配株主持分 196 129 183
純資産合計 20,108 18,855 20,463
負債及び純資産合計 49,066 48,826 48,091

営業利益 （単位：百万円）

2015/3（2Q）2016/3（2Q）

375
275

親会社株主に帰属する四半期純損失（単位：百万円）

2015/3（2Q）2016/3（2Q）

△72

△168

売上高 （単位：百万円）

2015/3（2Q）2016/3（2Q）

27,763 28,709

経常利益 （単位：百万円）

2015/3（2Q）2016/3（2Q）

238 239

国内ウェディング事業
国内ウェディング事業は、直営店とコンサルティング型の店舗を展開して
おります。直営店において、真のオリジナルウェディングを“One Heart 
Wedding”と掲げ、３つの強みである「トータルコーディネート力」「心の
想いの表現力」「ニーズをくみ取り実現する力」を打ち出し、追求すること
で、差別化を推進しております。

売上高

2016/3
（2Q）

2014/3
（2Q）

2015/3
（2Q）

24,719 23,392 23,823

事業会社
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

株式会社ブライズワード

海外・リゾートウェディング事業
海外リゾートウェディング事業は、新規出店効果により取扱組数が増加
し、海外売上高は堅調に推移しました。アジア婚礼プロデュースでは、成長
著しいASEAN市場本格進出の第一弾として、「PT TAKE AND GIVE. 
NEEDS INDONESIA」（インドネシア・ジャカルタ）を設立し「フェアモ
ント ジャカルタ」において婚礼プロデュース事業を開始いたしました。

売上高

2016/3
（2Q）

2014/3
（2Q）

2015/3
（2Q）

2,983 3,526
4,063

事業会社
株式会社グッドラック・コーポレーション

その他
企業理念の「人の心を、人生を豊かにする」に基づき、新婚旅行やブラ
イダルローンなど、ブライダルに関連したこだわりのある事業を展開
しております。

事業会社
株式会社アニバーサリートラベル 株式会社ライフエンジェル

当第2四半期
連結累計期間の業績 財務ハイライト
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T&G　4つの強み 会社概要・株主状況
（2015年9月30日現在）

Total Design Wedding

1

トータル
コーディネート力
コンセプトに基づいた統一した
世界観を創り出し、空間デザイン
や装飾を展開する力

2

ニーズをくみ取り
実現する力
お客様の潜在的なニーズをも
くみ取り実現する仕組み
お客様の声に基づく"絶えざる
改善"により蓄積された
優れたオペレーション

発信する力
コーポレートブランドの浸透

T＆Gの強みや魅力を、
社内外へ伝え
世の中にT＆Gファンを増やす

3
心の想いの表現力

One Heart Wedding
（新郎新婦の「心の想い」を感じ取り、
表現する力。みんなの心が一つに 
なる瞬間を創り出す力。）
One Stop Service

（ホスピタリティ"おもてなし"）

4

■ 会社概要

■ 国内の式場数

■ 株式状況

■ 役  員

商号 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
事業内容 国内外の挙式披露宴の企画・運営・管理
本社所在地 〒140-0002

東京都品川区東品川二丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル17階
TEL:03-6833-1122（代表）

ホームページ http://www.tgn.co.jp/
http://www.tgn.co.jp/company/ir/（IR）

資本金 5,264,334千円
従業員 2,201名（連結）、1,469名（個別）

代表取締役会長 野尻 佳孝 社外取締役 秋山 進

代表取締役社長 岩瀬 賢治 常勤監査役 二宮 功

取締役 谷田 昌広 監査役 窪川 秀一

取締役 黒谷 和喜 監査役 佐々木 公明

取締役 堀田 和宣 監査役 平田 毅彦

発行可能株式総数………………………………24,912,000株

発行済株式総数…………………………………13,059,330株

株主数………………………………………………… 11,107名

大株主（上位10名）
株主名 所有株数（株） 持株比率（%）

野尻 佳孝 2,460,950 18.8

株式会社東京ウエルズ 1,045,970 8.0

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 500,290 3.8

株式会社ユニマットライフ 500,000 3.8

ウェルズ通商株式会社 450,000 3.4

MSIP CLIENT SECURITIES 322,457 2.5

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 288,000 2.2

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 255,590 2.0

BNY FOR GCM RE GASBU 236,270 1.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 225,900 1.7

自己株式
0.79%

外国人
21.35%

個人・その他
46.08%

金融機関・証券会社
14.72%

その他国内法人
17.05%

中国・四国6店舗   

九州8店舗 

近畿14店舗 北海道・東北3店舗   

関東23店舗    

信越・北陸6店舗  

東海11店舗   

その他
コンサルティング型

（ホテル・レストラン等）

直営
71店舗

………16施設

株主構成比率
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この報告書は、FSC®認証紙と、
環境に優しい植物油インキを
使用して印刷しています。

T&Gグループの企業理念

V a l u e  約 束 私たちの大切にすること

公告の方法
下記当社ホームページに掲載して行います。ただし、事故その他やむを得な
い事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済
新聞に掲載して行います。
http://www.tgn.co.jp/company/ir/

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
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及びご照会
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、下記の「特別口座について」をご確認ください。

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、三菱UFJ信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます）を
開設しています。左記株主名簿管理人とはご照会先及び住所変更等のお届出
先が異なりますのでご留意ください。

＜特別口座に関するご照会先＞
口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

 0120-232-711

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基準日 定時株主総会：毎年3月31日
期末配当金：毎年3月31日
中間配当金：毎年9月30日

株主名簿管理人 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
● ホームページ http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

金融商品取引所 東京証券取引所（第一部）
郵便物送付先
電話照会先

心がひとつになる瞬間。

大切な人と、育ててくれた家族と、
お世話になった先輩、上司、後輩、友人と。
そして、見知らぬ世界の誰かと。

それぞれが、それぞれにわかり合えた瞬間。
妥協ではない、期待でもない。
もちろん、単純に、合わせただけでもない。
好き・嫌いでも、理屈でもない。
絆の確認にとどまるものでもない。
それぞれの、さまざまな想いを紡ぎ、新たに生み出された、
かけがえのない、ひとつの何か。新しい価値観。

そんな世界でたったひとつの心を
「One Hea r t 」と名づけます。

ひとつになったからこそ、感謝できる過去。
ひとつになったからこそ、認め合い、よろこび合える今。
ひとつになったからこそ、誓い合い、分かち合える未来。

「One Hea r t 」を生み出し続ける約束。

そして、もちろん、
その場に携わる私たちは、かかわるすべての人と、

「One Hea r t 」であることを約束します。

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-12 シーフォートスクエアセンタービル17F
TEL.03-6833-1122　FAX.03-6833-1120　http://www.tgn.co.jp

■ 株主メモ
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