
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 大田花き 上場取引所 JQ 
コード番号 7555 URL http://www.otakaki.co.jp
代表者 （役職名） 代表執行役社長 （氏名） 磯村 信夫

問合せ先責任者 （役職名） 執行役社長室長 （氏名） 尾田 仁志 TEL 03-3799-5571
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 6,143 △2.0 71 208.7 85 102.0 51 25.6
21年3月期第1四半期 6,269 ― 23 ― 42 ― 40 ―

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

22年3月期第1四半期 9.31 ―

21年3月期第1四半期 7.41 ―

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

22年3月期第1四半期 6,063 4,463 73.6 811.75
21年3月期 6,433 4,478 69.6 814.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,463百万円 21年3月期  4,478百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

13,271 4.4 88 235.0 95 87.7 55 93.8 10.14

通期 27,600 3.2 280 62.9 294 33.6 171 59.2 31.13
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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  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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,500,000株 21年3月期  5,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  800株 21年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,499,200株 21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 

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。 
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 当第１四半期会計期間における我が国経済は、在庫調整も進んで、外需に明るさが見え始め、又、高速道路土・

日、祝日上限1,000円の制度や省エネルギー家電に対する「エコポイント」制度等の政府による景気対策の効果も現

れ始めて、一時的としても内需も 悪期を脱し、下げ止まりました。 

 しかし、当第１四半期における花き業界は、依然、法人需要の不振、結婚式件数の減、葬儀低価格化、個人プレゼ

ント低価格化と落ち込んでいます。日常使いの仏花、花壇苗、野菜苗などは堅調でした。 

 当第１四半期における当社の状況ですが、業務需要（ホテル、レストラン、イベント装飾関連）が各社とも新年度

になった４月から大幅に予算が削減されたことにより減少したため、需要の堅調な結婚式と低価格化が進む葬儀需要

に力を入れました。あらかじめ想定していたとは言え、高品質な切花、大きな切枝、ランの鉢などの市況は弱保合の

安値が続きました。当社は市況が軟調な商品でも動きのあるものを中心に高級花材を専門店を通じ、結婚式、葬儀、

個人へのプレゼント需要、家庭用にと営業を強化しました。 

 また、端午の節句、母の日には切花・鉢物とも取扱数量は前年並としたものの単価が安く、取扱金額はマイナスと

なりました。 

 しかし６月、昨年から続く取扱金額のマイナスにストップが掛かりました。これは天候の影響により暖地から高冷

地への産地の切り替えがスムーズにいかず、入荷が少なくなり単価高になったことによりますが、一方で株価が上昇

したことや消費者心理が好転したことで中高年の花の消費が戻ってきたためです。 

 又、当社は、この第１四半期で、地方市場との連携を強化するとともに、在宅セリシステムを使い休眠買参人の掘

り起こしを行いました。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間（平成21年４月～６月）の業績は、売上高6,143,976千円（前年同四半期比

2.0％減）となり、内訳をみますと、切花の取扱高5,421,349千円、鉢物の取扱高698,949千円、付帯業務収益23,678

千円となりました。利益につきましては、営業利益71,676千円（前年同四半期比208.7％増）、経常利益85,983千円

（前年同四半期比102.0％増）、四半期純利益51,172千円（前年同四半期比25.6％増）と減収増益となりました。 

  

 品目別の概況は次の通りです。 

  

切花 

  

キク類                   売上金額    ９億４５百万円（前年同期比 １４．５％増） 

                       取扱数量   ２１，８４２千本（  同   １０．３％増） 

・小菊は、４月は潤沢な入荷で始まるも、相場を崩すことなく安定して推移しました。産地が入れ替わる５月には、

続く産地の出始めの作付量が少なかったことで品薄となり、引き合いが強まりました。６月以降も高値で推移しまし

た。 

・スプレーギクは生育良く安定した入荷となりました。しかし、５月から６月にかけては品薄で引き合いが強まりま

した。 

・輪菊については、色菊が安定した入荷となり、仏花需要を中心に堅調な相場で推移しました。白菊は新規産地も増

え、潤沢な入荷となりました。４月から５月にかけては業務需要が少なく厳しい相場展開となりましたが、５月後半

より品薄となり、高値での取引が続き、販売金額を大きく伸ばしました。 

  

洋ラン、バラ、カーネーション  売上金額    １４億６１百万円（前年同期比 ２．７％減） 

                       取扱数量    ２５，２９３千本（  同   ３．３％増） 

・洋ラン類では、タイ産のデンファレが天候等の影響により入荷が減少しました。そのため品薄感から相場が上昇し

ました。 

・バラは前年並みの入荷量となりました。しかし、入学式後、業務需要は減少、小売りも停滞し、全体的に安値で推

移しました。母の日においても低調が続き、父の日では黄色系の引き合いが唯一強まりましたが、シェアが低いため

全体の金額は伸びず、厳しい販売状況が続きました。 

・カーネーションは総じて潤沢な入荷となりました。特に母の日の需要期においては国内主力産地がピークを迎え潤

沢な入荷となる中、輸入品の入荷も増加したため、高値が出にくい厳しい相場展開となりました。しかし６月には高

冷地の品質の良いものが入荷し、他品目が品薄が続く中、カーネーションの引き合いが強まりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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球根類                  売上金額      ９億２８百万円（前年同期比 ０．６％減） 

                      取扱数量     １１，４８０千本（  同   ４．８％減） 

・ユリ類では、オリエンタルユリの入荷量が昨年より少し増えました。暖地と高冷地の出荷が重なる時期には特に集

中しました。そのことに加え、景気の影響もあり、相場はあまり上がらず、昨年並の販売金額としました。テッポウ

ユリは入荷量が大きく減少しました。これはこの時期に大きな需要が無いことから作付けが減っていること、また、

採算が合わないために生産をやめていることが要因であります。 

・カラーは、品質が良好で、昨年並の入荷量となりました。しかし、取引価格は低く、売上金額を落としました。そ

のような中でもミニカラーは比較的人気があり、概ね堅調な取引となりました。 

・ダリアは、注目され、需要が伸びている品目です。人気を裏付けるように入荷量、販売金額とも順調に増加し、婚

礼需要などを中心に活発に取引されました。 

  

草花類                  売上金額    １４億４８百万円（前年同期比 ５．７％減） 

                      取扱数量      ３１，０７３千本（  同   ５．７％減） 

・トルコギキョウは、通常は５月から６月にかけてが産地の入れ替わり時期にあたります。しかし、曇天や日照不足

など天候の影響もあり高冷地がいくぶん遅れ、メインとなる産地の入荷が遅れたため、価格は上がらず低迷しまし

た。 

・リモニュームはシヌアータ系が昨年を上回る入荷量となり、仏花を中心に安定した取引となりました。５月から６

月にかけては高冷地の曇天・日照不足が影響し、需要に対して入荷量が少なめとなり、単価は上昇しました。 

・ガーベラの入荷量は、ほぼ昨年並となりました。本年は専門チェーン店を中心に販売促進を行い、販売金額を維持

しました。 

・季節商材のシャクヤクは、主力産地において４月に降った霜の影響で入荷量が大幅に減少しました。また、父の日

に贈る花として人気のヒマワリは堅調な取引となりました。 

  

枝物・葉物                売上金額       ６億３７百万円（前年同期比 ６．３％減） 

                      取扱数量      １４，２１０千本（  同   ２．２％増） 

・枝物は、順調な入荷量でした。しかし、活け込みなど法人需要減少の影響を受け、売上金額を伸ばすことができま

せんでした。 

・葉物では、輸入品のレザーファンが、現地の天候不順を受け減少し、品薄高となりました。アイビーやドラセナ類

は安定した入荷、取引となりました。 

  

鉢物 

  

鉢物                   売上金額      ６億９８百万円（前年同期比  ９．２％減） 

                     取扱数量      ３，４７２千鉢（  同    ０．２％増） 

・洋ラン鉢の主力であるファレノは取引価格が低迷し全国的に生産調整がされ、流通量が減少しました。これによ

り、取引価格は安定したものの、入荷量の減少が響き、販売金額を落としました。 

・観葉類は、大鉢の需要が年々少なくなり、近年はミニ観葉などに人気が移っています。そのため取引価格は下がっ

ています。依然として続く厳しい販売状況や価格低迷を受け、生産量及び入荷量は減少傾向にあります。 

・花鉢類は、ギフト需要の低迷が大きく影響しました。母の日におけるカーネーションの受注も例年を大きく下回

り、キャンセルなども多く見受けられました。 

・苗物類は前年を上回る入荷量となりました。中でも野菜苗は大幅に入荷量を増やしました。品質も比較的安定し、

好調な取引が続き、売上金額を伸ばしました。しかし６月の後半になると、気温の上昇に伴い減速しました。  
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  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369,542千円減少し6,063,839千円となりまし

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204,090千円、売掛金の減少523,929千円であります。 

  負債につきましては前事業年度末と比較して354,724千円減少し、1,599,876千円となりました。その主な内訳は受

託販売未払金の減少471,884千円であります。 

  純資産につきましては前事業年度末と比較して14,817千円減少し4,463,963千円となりました。これは利益剰余金

が14,817千円減少したことによるものであります。  

(キュッシュ・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以下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200,898千円（前年同四半期比

16.0％減）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、貸付金の回収等により増加した資金は14,901千円（前年同四半期は29,620

千円の支出）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11,708千円（前年同四半期比1.8％

減）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204,090千円増加し、1,869,947

千円（前年同四半期末比26.3％減）となっております。 

   

  平成21年５月15日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

   

  

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。 

  

 該当事項はありません。  

   

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,869,947 2,665,856

売掛金 950,406 1,474,335

その他 160,569 162,521

貸倒引当金 △355 △573

流動資産合計 3,980,567 4,302,139

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 184,517 188,486

工具、器具及び備品（純額） 238,344 253,329

その他（純額） 123,870 116,839

有形固定資産合計 546,732 558,655

無形固定資産 151,332 168,534

投資その他の資産   

関係会社株式 603,735 603,735

長期前払費用 224,010 230,283

その他 600,342 612,969

貸倒引当金 △5,281 △5,335

投資損失引当金 △37,600 △37,600

投資その他の資産合計 1,385,206 1,404,052

固定資産合計 2,083,272 2,131,242

資産合計 6,063,839 6,433,382

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 831,079 1,302,964

買掛金 11,302 14,254

未払法人税等 34,976 5,311

賞与引当金 49,887 31,500

その他 230,178 171,670

流動負債合計 1,157,424 1,525,702

固定負債   

退職給付引当金 118,481 111,356

その他 323,969 317,542

固定負債合計 442,451 428,898

負債合計 1,599,876 1,954,600
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 3,523,693 3,538,511

自己株式 △680 △680

株主資本合計 4,463,963 4,478,781

純資産合計 4,463,963 4,478,781

負債純資産合計 6,063,839 6,433,382
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,269,972 6,143,976

売上原価 5,657,248 5,540,870

売上総利益 612,723 603,106

販売費及び一般管理費 589,505 531,429

営業利益 23,218 71,676

営業外収益   

受取利息 1,488 2,225

受取配当金 15,275 9,025

その他 2,834 3,056

営業外収益合計 19,597 14,307

営業外費用   

雑損失 256 －

営業外費用合計 256 －

経常利益 42,559 85,983

特別利益   

貸倒引当金戻入額 25,481 271

特別利益合計 25,481 271

特別損失   

固定資産除却損 45 105

特別損失合計 45 105

税引前四半期純利益 67,995 86,148

法人税等 27,266 34,976

四半期純利益 40,729 51,172
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 86,148

減価償却費 54,065 46,161

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,000 18,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,945 7,125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,481 △271

受取利息及び受取配当金 △16,763 △11,250

売上債権の増減額（△は増加） 648,816 524,129

仕入債務の増減額（△は減少） △508,147 △473,390

未収入金の増減額（△は増加） 10,554 △2,470

その他 △18,698 △4,680

小計 236,286 189,887

利息及び配当金の受取額 16,741 10,207

法人税等の支払額 △13,923 804

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,105 200,898

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 △470

無形固定資産の取得による支出 △17,044 △2,000

貸付金の回収による収入 11,955 17,371

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 14,901

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △8,665 △8,633

リース債務の返済による支出 △3,260 △3,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,926 △11,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197,557 204,090

現金及び現金同等物の期首残高 2,338,048 1,665,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,535,606 1,869,947
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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