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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,269 ― 23 ― 42 ― 40 ―

20年3月期第1四半期 6,598 △3.0 32 △10.6 64 △2.8 37 △2.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 7.41 ―

20年3月期第1四半期 6.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 6,032 4,411 73.1 802.29
20年3月期 6,462 4,437 68.7 806.88

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,411百万円 20年3月期  4,437百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 13,726 ― 97 ― 119 ― 86 ― 15.79
通期 29,906 △1.6 350 12.7 377 △14.6 241 △5.5 43.85

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  5,500,000株 20年3月期  5,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  800株 20年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  5,499,200株 20年3月期第1四半期  5,499,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報を参照してください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  

 当第１四半期会計期間における我が国経済は、一部輸出関連企業で好業績であったところがあるものの、総じて原

油高、食品高など生活関連物資の値上がりで、個人消費、設備投資ともに減速傾向となりました。所得が上がらない

中での生活関連物価の値上がりであった為、内需関連の企業は節約型消費に対し販売に苦戦しました。 

 このような経済状況の中で花き業界では、原油高による加温不足により、施設栽培農家による季節先取り商品が例

年より１ヶ月から１ヵ月半出荷が遅れるという事態が発生しました。例えばトルコギキョウなど、６月の上旬は暖地

から高冷地への産地の切り替え時期ですが、６月下旬を過ぎても暖地のものが大量に出回っている状況でした。また

需要においては、後期高齢者医療制度への不信感から、高齢者を中心に消費を控える傾向が見られましたが、制度が

理解され始めた６月頃より徐々に回復しました。しかし、30歳台、40歳台の消費世代では、花において買い渋る傾向

が顕著にみられ、今まで順調に成長してきた都内の花のチェーン店なども売れ行きが鈍くなっていきました。このよ

うなことから通称洋花と言われる洋風の花の中級品以下の相場の下支えがなくなり、切花・鉢物とも前年より単価が

安くなりました。 

 需要減や単価安の要因は経済状況以外に、花のシーズンである４月、５月の週末が天候不良により売れ行き不振で

あったことも付け加えさせていただきます。 

 当社といたしまして当第１四半期会計期間においては、環境に配慮したMPS認証の花を奨励販売すること、花の原

産地表示を小売店に呼びかけること、中高年向けの花のウェイトを高めること、高品質のブランド産地の値崩れを防

ぐこと、堅調に推移している葬儀用の花として洋花を提案することに注力いたしました。 

  

品目別の概況は次の通りです。 

  

切花 

  

キク類                   売上金額    ８億２５百万円（前年同期比 ４．４％減） 

                       取扱数量   １９，７９６千本（  同   ５．６％減） 

・小菊は、引き合いに対しやや数量少なめな状態が続き、安定した市況で推移しました。 

・スプレーギクは、周年産地を中心に比較的安定した入荷量だったものの、小売の販売状況が厳しく母の日前の時期

以外は総じて低迷市況が続きました。 

・輪ギクは、黄菊、赤菊ともに大きな需要がなく小売中心の動きとなりました。白菊は、業務需要に大きな動きがな

かったため高値が出にくく厳しい相場展開になりました。価格が折り合わず大口顧客への納品が減少したことが売上

金額に大きく影響しました。 

  

洋ラン・バラ・カーネーション  売上金額    １５億２百万円（前年同期比 ５．０％減） 

                       取扱数量   ２４，４９２千本（  同   ０．２％減） 

・洋ラン類では、シンピは海外需要が多く入荷量が減少した昨年同期に対し本年は潤沢に入荷したものの、葬儀中心

に動きが無く相場が低迷しました。その他ラン類は主力品種を中心に安定した取引となりました。  

・バラは、重油高騰により冬場の作付けが減少したため５月に集中出荷となり、軟調市況となりました。母の日需要

から動きが鈍く、６月の婚礼需要や小売も不振で単価安が続き、厳しい販売状況となりました。  

・カーネーションは、冬場に加温を遅らせたことで４月に集中出荷となり若干軟調な市況となりました。母の日以降

は曇天などの天候不良により全体的に出荷が遅れる傾向があり、大きな需要もなく低相場で推移しました。その他特

記事項として、母の日期間中の輸入量が例年に比べ大幅に減少しました。 

  

球根類                  売上金額      ９億３３百万円（前年同期比 ７．２％減） 

                      取扱数量     １２，０６２千本（  同   ２．１％減） 

・ユリ類について、作付けの遅れや、暖房費をかけなかった為に、４月までの出荷が間に合わず前年を大幅に下回る

入荷量となりました。また、５月は昨年の暴落市況を受けて５月出荷の作付け量が大幅に減少したことで、母の日需

要に商品が少ないなどの需給のアンバランスにより大幅に売上金額が減少しました。  

・カラーは、湿地性カラーに関しては産地間のリレーも順調に進み、各需要期にあわせ数量が確保できましたが、メ

インとなるブライダル需要の件数減少により、５～６月は厳しい販売状況となりました。また、為替の問題から外国

産品が入荷しにくい状況となりました。 

・アルストロメリアは、高冷主産地の天候不順のため品薄での取引となりました。また、需要の動きが鈍いため生産

コスト高から出荷期の分散が見られ、結果として入荷量の減少となりました。 
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草花類                  売上金額    １５億３５百万円（前年同期比 ６．１％減） 

                      取扱数量      ３２，９６２千本（  同   ４．７％減） 

・トルコギキョウは、冬場の生産段階で加温を控えたものの出荷が４月下旬以降に遅れたために需要期を外した出荷

となり、相場が崩れ売上金額を落としました。  

・ガーベラは、６月に改植期があり、出荷量が減少しました。 

・デルフィニュームは、５月に主産地における天候不順と旱ばつの影響で入荷量が減少したことにより、品薄感から

高相場で推移しました。 

・リモニュームでは、用途が仏花需要に限られてきたシヌアータ系は、需要の低迷を受け販売不振となりました。ハ

イブリッド系は小花の使用頻度が下ってきたことで引き合いが弱く、売上が減少しました。  

・ネイティブフラワーは、為替の影響により入荷量が減少しました。オーストラリア産のリューカデンドロンが潤沢

に入荷しましたが、大きな需要が無く単価を下げました。 

・季節商材では、ヒマワリが父の日販売など販促計画が奏効し、需要が拡大しました。シャクヤクも、供給過剰だっ

たものの早期の販売計画により安定相場で実績を拡大することができました。 

  

枝物・葉物                売上金額       ６億８０百万円（前年同期比 ３．６％減） 

                      取扱数量      １３，９００千本（  同   ４．５％減） 

・枝物は、春先の天候が良かったことで全体的に早めの出荷となり、枝花の咲き進みが早いなど販売期間が限定され

たことにより、数量を集め切れませんでした。また、引き合いも例年より若干弱く単価を下げました。アジサイは潤

沢に入荷し、色や品種により差はありますが順調な取引となりました。 

・葉物は、海外主産地の天候不良により出荷量が減少しました。また、外国産品割合の高い葉物は、重油高騰による

航空運賃の値上げや輸入会社の事業縮小も出荷量に大きく影響しました。国産品ではロベが塩害により入荷減少しま

した。需要低迷で相場を崩す他品目に対し、葉物の相場は安定して推移しました。  

  

鉢物 

  

鉢物                   売上金額      ７億６９百万円（前年同期比  ４．５％減） 

                     取扱数量      ３，４６６千鉢（  同    ０．１％増） 

・洋ラン鉢は、主力品目であるファレノが、金融業界を中心とする業務需要が減少したため引き合いが非常に弱く、

価格が大幅に下落しました。  

・観葉類は、４月は冬場に遅れたものが入荷しまとまった数量・金額となりましたが、以降は全体的な生産量減少や

品質低下に加え、母の日需要を含め引き合いが弱く厳しい販売状況となりました。  

・花鉢類は、母の日需要が期待されたアジサイが、昨夏の高温の影響により大幅な入荷減少となりました。また、全

体的に気温の上昇とともに品質の低下が目立ちました。  

・苗物類は、１～３月に遅れた出荷分が集中して入荷したことで４月は大幅な売上金額増加となりました。その後は

相場の上下が激しかったものの、前年同期に対し比較的安定した入荷、販売状況となりました。  

  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

  当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して430,046千円減少し6,032,516千円となりまし

た。その主な内訳は資産につきましては現金及び預金の増加197,557千円、売掛金の減少652,474千円であります。 

  負債につきましては前事業年度末と比較して404,785千円減少し、1,620,565千円となりました。その主な内訳は受

託販売未払金の減少511,670千円であります。 

  純資産につきましては前事業年度末と比較して25,260千円減少し4,411,950千円となりました。これは利益剰余金

が25,260千円減少したことによるものであります。 
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（２）キャッシュ・フローの状況  

  当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により増加した資金は239,105千円となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社への貸付等により使用した資金は29,620千円となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により使用した資金は11,926千円となりました。 

  この結果当第1四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より197,557千円増加し、2,535,606

千円となっております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点における当事業年度の第２四半期累計期間および通期における業績予想につきましては、平成２０年７月 

３０日にお知らせした業績修正のとおり推移する見込みです。 

 しかしながら、第１四半期の売上減少の要因となりました①生活関連物資の値上がりからの節約型消費が及ぼす影

響、②原油高騰が冬季にも持続した場合、③生産・販売時点での天候の悪化などが第２四半期以降第３四半期（１２

月）まで続きますと現時点での業績予想から実績が乖離する可能性があります。 

 嗜好品花材の相場・需要へ影響を及ぼす不確定要素の情報収集を常に行い、業績に変動を与える事情が生じた場合

は速やかに業績予想の見直しの検討を行います。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

    一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

    固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

  る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．従来、卸売業務に付帯する業務収益（情報手数料・検品サービス料）は東京都中央卸売市場条例を厳格に解

 釈し、営業外収益に計上しておりましたが、金額的な重要性が増していることから営業活動の実態をより適切

 に表示するため営業損益での計上を農林水産省及び東京都に打診したところ、承諾を受けたため、当第１四半

 期会計期間より、売上高として計上する方法に変更しております。 

   この結果、従来の方法に比べて売上高、売上総利益及び営業利益が各々23,442千円増加しております。 
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３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ 

 っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計 

 審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

 準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

 が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこと

 に伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

 ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース

 期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、

 期首に前事業年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する

 方法によっております。 

  この結果、従来の方法に比べてリース資産が有形固定資産に31,014千円計上されております。 

  なお、当該変更により、損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,535,606 2,338,048

売掛金 980,286 1,632,761

その他 89,572 83,713

貸倒引当金 △416 △729

流動資産合計 3,605,048 4,053,793

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 200,033 196,839

工具、器具及び備品（純額） 308,475 326,312

その他（純額） 123,385 92,693

有形固定資産合計 631,894 615,844

無形固定資産 214,271 228,023

投資その他の資産   

関係会社株式 672,945 672,945

長期前払費用 254,798 262,969

その他 757,501 758,098

貸倒引当金 △103,942 △129,111

投資その他の資産合計 1,581,301 1,564,900

固定資産合計 2,427,467 2,408,768

資産合計 6,032,516 6,462,562

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 852,405 1,364,076

買掛金 23,373 21,345

未払法人税等 27,729 18,834

賞与引当金 55,300 37,300

その他 240,969 190,758

流動負債合計 1,199,778 1,632,314

固定負債   

退職給付引当金 99,730 93,785

その他 321,056 299,251

固定負債合計 420,787 393,037

負債合計 1,620,565 2,025,351
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,500 551,500

資本剰余金 389,450 389,450

利益剰余金 3,471,680 3,496,941

自己株式 △680 △680

株主資本合計 4,411,950 4,437,211

純資産合計 4,411,950 4,437,211

負債純資産合計 6,032,516 6,462,562
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,269,972

売上原価 5,657,248

売上総利益 612,723

販売費及び一般管理費 589,505

営業利益 23,218

営業外収益  

受取利息 1,488

受取配当金 15,275

その他 2,834

営業外収益合計 19,597

営業外費用  

雑損失 256

営業外費用合計 256

経常利益 42,559

特別利益  

貸倒引当金戻入額 25,481

特別利益合計 25,481

特別損失  

固定資産除却損 45

特別損失合計 45

税引前四半期純利益 67,995

法人税等 27,266

四半期純利益 40,729
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 67,995

減価償却費 54,065

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,945

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,481

受取利息及び受取配当金 △16,763

売上債権の増減額（△は増加） 648,816

仕入債務の増減額（△は減少） △508,147

未収入金の増減額（△は増加） 10,554

その他 △18,698

小計 236,286

利息及び配当金の受取額 16,741

法人税等の支払額 △13,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,105

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,531

無形固定資産の取得による支出 △17,044

貸付金の回収による収入 11,955

関係会社貸付けによる支出 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,620

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △8,665

リース債務の返済による支出 △3,260

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197,557

現金及び現金同等物の期首残高 2,338,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,535,606
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高   

 １．受託品売上高 6,519,650 

 ２．買付品等売上高 78,384 

Ⅱ 売上原価   

 １．受託品売上原価 5,900,281 

 ２．買付品等売上原価 74,415 

売上総利益 623,338 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 591,063 

営業利益 32,274 

Ⅳ 営業外収益 31,936 

Ⅴ 営業外費用 206 

経常利益 64,005 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税引前四半期純利益 64,005 

税金費用 26,754 

四半期純利益 37,251 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年3月期 
第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー   

税引前四半期純利益  64,005 

減価償却費  54,640 

賞与引当金の増加額  51,747 

売上債権の減少額  788,314 

仕入債務の減少額  △406,113 

その他営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

△52,658 

小計 499,934 

利息及び配当金の受取額  2,755 

法人税等の支払額  △84,338 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 418,352 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー   

有形固定資産の取得による支出  △537 

関係会社貸付金による支出  △30,000 

その他投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

△9,860 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△40,397 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー   

配当金の支払額  △8,651 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△8,651 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 369,303 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,212,727 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,582,030 
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