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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 12,714 ― 26 ― 51 ― 28 ―

20年3月期第2四半期 13,729 △0.1 39 △44.4 100 △19.9 94 19.6

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2四半期 5.23 ―

20年3月期第2四半期 17.23 ―

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2四半期 6,072 4,399 72.5 800.12
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2四半期  4,399百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 27,649 △4.5 161 △14.8 199 △35.5 113 △45.9 20.61

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５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５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2四半期  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2四半期  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2四半期  5,499,200株 20年3月期第2四半期  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．平成20年７月30日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
２．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。 
３．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。  
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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２四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した世界同時不況に大きく影響される

形となり、輸出関連企業が先行き不透明ながら、内需関連では節約志向の高まりで、スーパーやコンビニなどが好調

になりました。 

 このような経済状況の中で花き業界は嗜好品との位置付けから、普段使いが1割減、７月盆・８月盆・９月の彼岸

の物日需要は、消費は例年とかわらず堅調となりましたが、今年は台風被害もなく、例年並みの夏の気候でありまし

たため、作柄は豊作型となり、単価が10～15％ほど安くなりました。 

 当社といたしましては、このような経済環境の中でも、比較的堅調に推移しています冠婚葬祭の花の品揃えを厚く

し、新品種の提案や新しい花使いの提案などを積極的にいたしました。またこのような世相の中にこそ、花の役割が

あるのだと考え、家庭需要や手軽なギフトのアイテムとして花を使っていただくために香りのブーケの提案などに力

を入れました。しかしながら、花店における節約型の消費の影響は大きく取扱数量を伸ばすことはできず、単価下落

の影響を補うことができませんでした。 

  この結果、当第２四半期会計期間（平成20年７月～９月）の業績は、売上高6,444,689千円となり内訳をみます

と、切花の取扱高6,015,662千円、鉢物の取扱高402,551千円、付帯業務収益26,475千円となりました。利益につきま

しては、営業利益3,180千円、経常利益8,506千円でしたが、関係会社に対し投資損失引当金26,000千円を特別損失と

して計上したことにより四半期純損失11,951千円と減収減益となりました。 

  

 品目別の概況は次の通りです。 

  

切花 

  

キク類                   売上金額   1,411,018千円（前年同期比 8.9％減） 

                       取扱数量   30,323千本   （  同   0.5％増） 

・小菊は、７月は盆需要中心に中値安定での取引となりました。８月は高温等の影響で盆需要期に数量がまとまら

ず、間際での引き合いが強めとなりました。９月は、白小菊の割合が前半から需要期にかけて多く引き合いは弱めで

推移しました。それ以外は需要期前に徐々に引き合いは強まっていくものの、需要期後半以降は厳しい展開となりま

した。 

・スプレーギクは、周年産地および季節産地の国産品、輸入品ともに安定した出荷となりました。お盆とお彼岸中心

の出荷となりましたが需要期においても高値は出ず、厳しい相場展開となりました。 

・輪ギクにおいて、白菊は、施設ものの割合が高いため８月盆需要期において不足感が見られました。 

  

洋ラン、バラ、カーネーション  売上金額   1,403,624千円（前年同期比 6.8％減） 

                       取扱数量   23,727千本   （  同   1.4％減） 

・洋ラン類では、アンスリュームが昨年に比べ台風の影響もなく需要を上回る入荷量となり単価安の取引となりまし

た。デンファレは、海外主産地の入荷量の減少と需要低迷で売上金額が大幅に減少しました。カトレヤは9月上中旬

に高相場となりました。その他ラン類は安定した入荷となり、ブライダルや季節商材として引き合いも強く順調な取

引となりました。 

・バラは、７～８月と猛暑により下位等級中心の入荷で数量も減少しました。また、気温の上昇に伴い需要も低下し

厳しい相場展開が続きました。9月に入りブライダル需要が動き始めたものの、小売の動きが鈍い状況が続き、強い

引き合いは無く、大輪系を中心に輸入品の出荷量が減少しました。 

・カーネーションは、８月に秋のお彼岸向け作付け分の国産品が前進出荷となりましたが、暑さにより需要が鈍く品

質も不安定で低調な相場展開となりました。９月はお彼岸・ブライダル等の需要により他品目に比べ安定した相場展

開で推移し、前進出荷で品薄な国産品に対し輸入品が安定して入荷しました。 
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球根類                  売上金額    843,850千円（前年同期比 14.2％減） 

                      取扱数量     8,973千本  （  同    5.5％減） 

・ユリ類について、オリエンタルユリは７月に高冷地の出荷が暖地と重なり需要を上回る出荷となり、市況が低迷し

ました。８月以降は生育不良による出荷減少があったものの９月のお彼岸需要には順調な出荷となり、仲卸・量販店

を中心に引き合いが強く相場も安定して推移しました。テッポウユリは８月に潤沢な出荷となりましたが、業務需要

が少なく潤沢感から安値で推移しました。９月の彼岸需要には安定した取引となりました。 

・カラーは、纏って潤沢に入荷したものの猛暑による需要低迷と品質低下から相場が上がらず、低調な取引となりま

した。 

・グラジオラスは、６月末の曇天と低温の影響から出荷にやや遅れがあったものの、７月に入り品質の良い上位等級

品を中心に増加しました。８月盆需要期には、猛暑による品質劣化から数量が纏りませんでしたが、秋のお彼岸需要

に向けて徐々に増加しました。各色入荷があり品質も安定している為、相場は中値で推移しました。 

  

草花類                  売上金額    1,656,079千円（前年同期比 13.4％減） 

                      取扱数量      37,851千本   （  同    3.2％減） 

・トルコギキョウは、７月後半より高冷地からの出荷が集中的に増加しましたが、８月盆需要期にはやや早めであっ

たため大きく値を崩しました。９月のお彼岸時には需要に見合う、まとまった出荷となりましたが、夏場の高温によ

り下位等級品の割合が大きく相場は例年並となりました。 

・リモニュームは、シヌアータ系・ハイブリッド系ともにお盆、お彼岸需要において比較的安定して引き合いが強

く、特に９月は高冷地からの出荷が幾分多めだったものの堅調な相場展開となりました。 

・ガーベラは、７月～８月は改植の為入荷量は少ない上に、ブライダル需要以外これといった需要も無く、厳しい状

況となりました。９月は夏場の高温により入荷量は若干減少しましたが、ブライダル、業務需要を中心に活発な取引

となりました。 

・デルフィニュームは、生産減少から出荷が減る中引き合いも弱く、非常に厳しい相場展開となりました。 

・季節商材では、リンドウは前進出荷、ケイトは出荷遅れなど時期が定まらず需要期に向けた相場形成が難しい状況

となりました。 

  

枝物・葉物                売上金額       701,089千円（前年同期比 7.1％減） 

                      取扱数量      13,627千本 （  同   4.7％減） 

・枝物は、ヒペリカムはお彼岸需要に照準を合わせた出荷となり、それ以外の時期は数量が大幅に減少しました。ア

ジサイはアナベル系を始めとして猛暑により販売に苦戦しました。ツツジ類はドーダンツツジ等品質の良いものが８

月中旬以降潤沢に入荷し需要に応えました。ノバラ、スズバラ等の実付きものは、例年より早い出荷でしたが引き合

いが強く、堅調な取引となりました。 

・葉物は、主産地の天候不順や需要低迷により、輸入品を中心に出荷量が減少しました。 

  

鉢物 

  

鉢物                    売上金額      402,551千円（前年同期比  5.8％減） 

                      取扱数量      1,566千鉢  （  同    5.1％増） 

・洋ラン鉢において、主力のファレノを始め組閣需要等があったものの、８月下旬の低温の影響で大きく値を下げた

ほか、９月の需要期を外す出荷となりました。 

・観葉類は、猛暑の時期はアナナス類など好調な品物もありましたが、気温が下がるとともに苦しい販売状況となり

ました。 

・花鉢類では、アジサイは前年に比べ出荷量が増えましたが、需要を上回ったため若干値を下げました。ハイビスカ

スは８月前半に極端な値を下げました。量販店等がお盆時期の仕入れを見合わせる傾向があり、出荷量減少に拍車を

かけました。 

・苗物類は、花壇苗などで７月の急激な高温化により前倒し出荷となったものの、猛暑で小売りの動きも鈍く厳しい

販売状況となりました。人気の野菜苗は出荷量が増え好調な取引となりました。 

  

 なお、平成21年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期決算

短信（平成20年８月13日開示）をご参照ください。  
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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２四半期会計期間末における総資産は、第１四半期会計期間末と比較して40,214千円増加し6,072,730千円と

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減少177,240千円、売掛金の増加270,170千円であり

ます。 

  負債につきましては第１四半期会計期間末と比較して52,166千円増加し、1,672,732千円となりました。その主な

内訳は受託販売未払金の増加155,087千円であります。 

  純資産につきましては第１四半期会計期間末と比較して11,951千円減少し4,399,998千円となりました。これは利

益剰余金が11,951千円減少したことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

    当第２四半期累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、減価償却費、売上債権の減少等により増加した資金は157,135千円となり

      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64,420千円となりました。 

      （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72,397千円となりました。 

      この結果、当第２四半期累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20,316千円増加し、 

   2,358,365千円となっております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

      当期の業績予想につきましては、第２四半期までの結果を踏まえ、さらには厳しさを増している経済環境を鑑み、

  慎重に試算した結果、平成20年７月30日に公表いたしました業績予想を修正しております。なお詳細につきまして 

  は、本日（平成20年11月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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２四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２四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、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当第２四半期累計期間の売上高、売上総利益及び営業利益が各々49,918千円

 増加しております。 

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、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27,553千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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 2,358,365 2,338,048

売掛金 1,250,457 1,632,761

その他 104,782 83,713

貸倒引当金 △550 △729

流動資産合計 3,713,054 4,053,793

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 197,247 196,839

工具、器具及び備品（純額） 290,315 326,312

その他（純額） 119,706 92,693

有形固定資産合計 607,269 615,844

無形固定資産 196,481 228,023

投資その他の資産   

関係会社株式 672,945 672,945

長期前払費用 246,626 262,969

その他 766,123 758,098

貸倒引当金 △103,768 △129,111

投資損失引当金 △26,000 －

投資その他の資産合計 1,555,925 1,564,900

固定資産合計 2,359,676 2,408,768

資産合計 6,072,730 6,462,562

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 1,007,493 1,364,076

買掛金 20,891 21,345

未払法人税等 22,172 18,834

賞与引当金 37,967 37,300

その他 161,600 190,758

流動負債合計 1,250,125 1,632,314

固定負債   

退職給付引当金 103,525 93,785

その他 319,081 299,251

固定負債合計 422,606 393,037

負債合計 1,672,732 2,025,351
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 3,459,728 3,496,941

自己株式 △680 △680

株主資本合計 4,399,998 4,437,211

純資産合計 4,399,998 4,437,211

負債純資産合計 6,072,730 6,462,562
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,714,662

売上原価 11,469,562

売上総利益 1,245,099

販売費及び一般管理費 1,218,700

営業利益 26,398

営業外収益  

受取利息 4,421

受取配当金 15,275

その他 5,552

営業外収益合計 25,249

営業外費用  

雑損失 581

営業外費用合計 581

経常利益 51,066

特別利益  

貸倒引当金戻入額 25,521

特別利益合計 25,521

特別損失  

固定資産除却損 100

投資損失引当金繰入額 26,000

特別損失合計 26,100

税引前四半期純利益 50,487

法人税等 21,709

四半期純利益 28,777
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,444,689

売上原価 5,812,313

売上総利益 632,376

販売費及び一般管理費 629,195

営業利益 3,180

営業外収益  

受取利息 2,933

その他 2,718

営業外収益合計 5,651

営業外費用  

雑損失 325

営業外費用合計 325

経常利益 8,506

特別利益  

貸倒引当金戻入額 39

特別利益合計 39

特別損失  

固定資産除却損 55

投資損失引当金繰入額 26,000

特別損失合計 26,055

税引前四半期純損失（△） △17,508

法人税等 △5,556

四半期純損失（△） △11,951
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 50,487

減価償却費 108,763

賞与引当金の増減額（△は減少） 667

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,739

投資損失引当金の増減額（△は減少） 26,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,521

受取利息及び受取配当金 △19,696

固定資産除却損 100

売上債権の増減額（△は増加） 378,820

仕入債務の増減額（△は減少） △354,221

未収入金の増減額（△は増加） 11,479

その他 △35,119

小計 151,499

利息及び配当金の受取額 19,559

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 157,135

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 △15,851

無形固定資産の取得による支出 △17,441

貸付金の回収による収入 18,872

関係会社貸付けによる支出 △50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,420

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △65,675

リース債務の返済による支出 △6,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,316

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 2,358,365
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       

 １．受託品売上高 13,569,420     

 ２．買付品等売上高 160,064 13,729,485 100.0 

Ⅱ 売上原価       

 １．受託品売上原価 12,280,321     

 ２．買付品等売上原価 152,149 12,432,470 90.6 

売上総利益   1,297,014 9.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,257,791 9.1 

営業利益   39,222 0.3 

Ⅳ 営業外収益   62,046 0.4 

Ⅴ 営業外費用   439 0.0 

経常利益   100,829 0.7 

Ⅵ 特別利益   60,944 0.5 

Ⅶ 特別損失   23 0.0 

税引前中間純利益   161,751 1.2 

法人税、住民税及び事業税 67,824     

法人税等調整額 △816 67,007 0.5 

中間純利益   94,744 0.7 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 161,751 

減価償却費  108,387 

賞与引当金の増加額  34,956 

退職給付引当金の減少額  △43,169 

貸倒引当金の減少額  △5,254 

受取利息及び受取配当金  △5,266 

売上債権の減少額  347,925 

仕入債務の減少額  △386,095 

その他営業活動によるキャッシュ・フロー  △40,008 

小計 173,226 

利息及び配当金の受取額  5,186 

法人税等の支払額  △74,497 

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,915 

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  △7,555 

無形固定資産の取得による支出  △14,452 

関係会社貸付金による支出  △30,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,007 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △65,697 

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,697 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △13,789 

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中間期末残高 2,198,937 
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６．その他の情報 

 該当事項はありません。 
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