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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 12,599 △0.9 96 266.8 117 129.9 69 142.5
21年3月期第2四半期 12,714 ― 26 ― 51 ― 28 ―

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2四半期 12.69 ―

21年3月期第2四半期 5.23 ―

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

22年3月期第2四半期 6,371 4,482 70.4 815.13
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2四半期  4,482百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,499,200株 21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 

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２四半期会計期間における我が国経済は、製造業の在庫調整がつきつつある中、政府の各種景気刺激策が功を

奏し、景気感は最悪期を脱しました。しかし失業率は５％を越え、雇用不安を抱えたまま所得は減少、その結果、個

人消費は選択的支出がしっかり定着し、デパートに加えＧＭＳにおいても売上高の前年割れが止まりませんでした。

 当社の事業を取り巻く環境としましては、ホテル・レストラン・ブティック等の法人需要はもう一段縮小し、結婚

式の花の需要は横ばい、軒数が増えている葬儀も、規模が縮小しているため、花の消費量はトータルで横ばいに留ま

っています。 

 また、家庭用の花では、消費者の「お買い場」が街の小売店からスーパーの花売り場へと移っており、特にその傾

向は仏花に著しく表れるようになっています。 

 当社はこのような状況の中、消費不振でも時代をとらえた花なら売れると、新しい花の集荷販売を専門店、仲卸業

者に対し集中的に行いました。また、スーパーマーケットに納める花束加工業者とホームセンターには、デフレで単

価の下がった季節の花を、品質を吟味し納品し、業績拡大につなげてもらいました。 

 この結果、当第２四半期会計期間（平成21年７～９月）の業績は、売上高6,455,096千円（前年同四半期比0.2％

増）となり、内訳をみますと、切花の取扱高6,071,343千円（前年同四半期比0.9％増）、鉢物の取扱高355,416千円

（前年同四半期比11.7％減）、付帯業務収益28,336千円（前年同四半期比7.0％増）となりました。利益につきまし

ては、営業利益25,040千円（前年同四半期比687.3％増）、経常利益31,316千円（前年同四半期比268.1％増）、四半

期純利益18,602千円（前年同四半期は四半期純損失11,951千円）と増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     1,503,357千円（前年同期比 6.5％増） 

                        取扱数量       32,683千本（  同   7.8％増） 

・小菊は、需要期に前進出荷となったことから、品薄感により安定した相場となりました。 

・スプレーギクは、国産品、輸入品ともに７月・８月のお盆需要期には入荷量が増加、徐々に引き合いも強まりまし

た。小菊の品薄を受け、高値こそは出ませんでしたが、堅調な取引となりました。お彼岸の需要期にも入荷量が増加

しましたが、潤沢感があり、中値での取引となりました。 

・輪菊では、白菊が４～６月に引き続き潤沢な入荷となりました。しかし７月は葬儀需要の動きが鈍く、厳しい相場

展開となりました。８月のお盆需要においては、花束加工業者の納品単価が下落していることや、仲卸・小売からの

注文量が減少していることもあり需要期であっても相場は低迷しました。 

  

洋ラン、バラ、カーネーション   売上金額      1,404,510千円（前年同期比 0.1％増）  

                        取扱数量         24,498千本（  同   3.3％増） 

・洋ラン類では、オンシジュームが国産・輸入ともに潤沢な入荷となりました。まだ珍しい新品種が多く入荷したこ

とで、取扱数量が増えても相場を崩すことなく、販売金額は昨年を大幅に上回りました。シンビジュームは比較的安

定して入荷しましたが、葬儀需要の動きが鈍く、厳しい販売状況が続きました。トロピカル商材として需要のあるア

ンスリュームは、海外主産地から安定した入荷となり、下位等級品を中心に引き合いが強めで推移しました。しかし

上位等級品は少なかったため、全体としては単価が伸びず、売上金額では昨年を下回りました。 

・バラは、８月に輸入品が増え、昨年より全体の入荷量が増加しました。しかし夏場は暑さのため例年通り動きが鈍

く低迷しました。しかし９月に入ると婚礼需要やシルバーウィークによるギフト需要から引き合いが強まり、高値で

推移しました。また、国産品はヒートポンプ導入による効果から夏場の品質が向上したものが見られました。 

・カーネーションは、７月には高冷地を中心に潤沢な入荷となりましたが、需要がなく厳しい相場展開となりまし

た。８月のお盆需要では、曇天の影響から国産品が少なく、品薄感により価格が上昇しました。９月には婚礼需要が

順調でしたが、お彼岸の需要においては、キクや秋の草花類が使われる傾向にあり、あまり振るいませんでした。 

  

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      850,511千円（前年同期比 0.8％増） 

                       取扱数量         8,953千本（   同    0.2％減） 

・ユリ類では、７月にオリエンタルユリが潤沢な入荷となったことから、厳しい販売状況が続きました。９月には品

質は良好でありながらも日照不足による生育遅れが見られ、入荷量が減少しました。しかし相場は回復せず、昨年を

下回る販売金額となりました。テッポウユリは、天候の影響からやや生育が遅れる産地もありましたが、各月とも需

要に見合うまとまった入荷があり、安定した取引が続きました。  

・グラジオラスは、天候不順により、８月の需要期にはやや遅れましたが、概ね順調に入荷し、業務需要を中心に安

定した取引となりました。 

・ダリアは、広く認知され、婚礼需要などを中心に利用される場面がいっそう増え、活発な取引が続いています。そ

のため、入荷量は増加、販売金額も昨年を大きく上回りました。 

  

草花類                   売上金額      1,661,958千円（前年同期比 0.4％増） 

                       取扱数量          35,184千本（  同   7.1％減） 

・トルコギキョウは天候不順の影響を受け、生育・開花の遅れから入荷が減少、品薄状態が続きました。そのため、

お盆やお彼岸などの需要期には特に高値で推移し、販売金額では昨年を上回りました。９月のブライダル需要におい

ても安定した取引となりました。 

・カスミソウも主力産地での曇天、気温低下による影響を受け、入荷量が著しく減少しました。そのため高値での取

引が続きました。 

・リモニュームは、お盆・お彼岸需要ともに引き合いが強く、安定した取引となりました。特に９月に入ると主力産

地の天候不順による開花遅れから品薄高となりました。 

・ガーベラは、７～８月にかけては目立った需要がないため入荷量も少なく、厳しい販売状況でしたが、９月に入る

とブライダル需要を中心に堅調な取引となりました。加えてシルバーウィークによるギフト需要も高まり、活発な取

引となりました。 

・季節商材のリンドウは、順調に入荷し、量販店・花束加工業者を中心に堅調な取引となりました。 

  

枝物・葉物                 売上金額         651,005千円（前年同期比 7.1％減） 

                       取扱数量         13,924千本（  同   2.2％増） 

・枝物は、高冷地の天候不順などにより入荷が遅れるものも見られましたが、全体としては昨年以上の入荷量となり

ました。しかし依然として法人需要減少の影響を受け、厳しい状況が続き販売金額は昨年を下回りました。 

・葉物は、品質も安定し昨年並の入荷状況となりましたが、めぼしい需要がなく、厳しい販売状況となりました。 

  

鉢物 

  

鉢物                     売上金額       355,416千円（前年同期比 11.7％減） 

                       取扱数量         1,438千鉢（  同    8.2％減） 

・洋ラン鉢では、主力のファレノを中心に生産量が減少し、そのため入荷量も減少いたしました。品薄状態であるた

めに、７月前半には活況となりましたが、その後は価格が下落し、販売金額を落としました。９月に入ると組閣や敬

老の日などによるギフト需要が見込まれ、昨年を上回る入荷となりましたが、単価が低く抑えられ、売上は伸び悩み

ました。 

・観葉類は、引き続き厳しい販売状況が続いております。価格低迷により生産の減少、入荷の減少に歯止めがかから

ない状況です。 

・厳しい販売環境が続く鉢物ですが、その中で花鉢類は昨年並の販売金額となりました。特に９月は冷夏の影響から

出荷が前倒しになったことで入荷量が増加し、販売金額を押し上げました。 

・低価格である苗物類は概ね良好な取引となりました。例年、夏場は需要の減少から価格が下落する傾向にあり、そ

のため７月上旬の入荷量は減少しました。その後は潤沢な入荷が続きましたが、単価が小さいため、洋ラン鉢や観葉

類などのマイナスをカバーするには到りませんでした。 

  

 なお、平成22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22年３月期第１四半期決算

短信（平成21年８月13日開示）をご参照ください。 
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（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307,496千円増加し6,371,336千円と

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129,726千円、売掛金の増加438,215千円であり

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288,894千円増加し、1,888,770千円となりました。その主な

内訳は受託販売未払金の増加336,265千円であります。 

  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18,602千円増加し4,482,565千円となりました。これは利

益剰余金が18,602千円増加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161,217千円とな

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、無形固定資産の取得等により使用した資金は15,057

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71,795千円となりました。 

 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74,364千円増加し、

1,740,221千円となっております。 

  

 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。 

  

  

 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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,740,221 2,665,856

売掛金 1,388,621 1,474,335

その他 186,366 162,521

貸倒引当金 △537 △573

流動資産合計 4,314,672 4,302,139

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 182,424 188,486

工具、器具及び備品（純額） 228,072 253,329

その他（純額） 121,152 116,839

有形固定資産合計 531,649 558,655

無形固定資産 147,212 168,534

投資その他の資産   

関係会社株式 603,735 603,735

長期前払費用 217,737 230,283

その他 599,138 612,969

貸倒引当金 △5,209 △5,335

投資損失引当金 △37,600 △37,600

投資その他の資産合計 1,377,801 1,404,052

固定資産合計 2,056,663 2,131,242

資産合計 6,371,336 6,433,382

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 1,167,345 1,302,964

買掛金 17,847 14,254

未払法人税等 47,691 5,311

賞与引当金 45,793 31,500

その他 161,563 171,670

流動負債合計 1,440,241 1,525,702

固定負債   

退職給付引当金 124,611 111,356

その他 323,917 317,542

固定負債合計 448,529 428,898

負債合計 1,888,770 1,954,600
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,542,295 3,538,511

自己株式 △680 △680

株主資本合計 4,482,565 4,478,781

純資産合計 4,482,565 4,478,781

負債純資産合計 6,371,336 6,433,382
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,714,662 12,599,073

売上原価 11,469,562 11,360,320

売上総利益 1,245,099 1,238,752

販売費及び一般管理費 1,218,700 1,141,926

営業利益 26,398 96,825

営業外収益   

受取利息 4,421 4,722

受取配当金 15,275 9,025

その他 5,552 6,995

営業外収益合計 25,249 20,743

営業外費用   

雑損失 581 160

営業外費用合計 581 160

経常利益 51,066 117,409

特別利益   

貸倒引当金戻入額 25,521 162

特別利益合計 25,521 162

特別損失   

固定資産除却損 100 105

投資損失引当金繰入額 26,000 －

特別損失合計 26,100 105

税引前四半期純利益 50,487 117,465

法人税等 21,709 47,691

四半期純利益 28,777 69,774
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,444,689 6,455,096

売上原価 5,812,313 5,819,449

売上総利益 632,376 635,646

販売費及び一般管理費 629,195 610,606

営業利益 3,180 25,040

営業外収益   

受取利息 2,933 2,496

その他 2,718 3,939

営業外収益合計 5,651 6,436

営業外費用   

雑損失 325 160

営業外費用合計 325 160

経常利益 8,506 31,316

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 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △17,508 31,316

法人税等 △5,556 12,714

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,951 18,602
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 50,487 117,465

減価償却費 108,763 93,937

賞与引当金の増減額（△は減少） 667 14,293

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,739 13,255

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 △162

受取利息及び受取配当金 △19,696 △13,747

固定資産除却損 100 105

売上債権の増減額（△は増加） 378,820 84,266

仕入債務の増減額（△は減少） △354,221 △129,259

未収入金の増減額（△は増加） 11,479 △70

その他 △35,119 △31,046

小計 151,499 149,037

利息及び配当金の受取額 19,559 11,376

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,923 804

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,135 161,217

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 △8,871

無形固定資産の取得による支出 △17,441 △13,447

貸付けによる支出 － △1,500

貸付金の回収による収入 18,872 23,762

関係会社貸付けによる支出 △50,000 △15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,420 △15,057

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △65,675 △65,763

リース債務の返済による支出 △6,721 △6,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,397 △71,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,316 74,364

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 2,358,365 1,740,221
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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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