
1,000株以上ご所有（毎年3月31日現在及び毎年9月30日現在）の株主様に対し、
「全国共通花とみどりのギフト券」を年2回一律3,000円分を贈呈します。

利用方法　「花とみどりのギフト券」のご使用に制限はなく、花とみどりのお支
払いとして現金との併用、または花とみどりのギフト券のみのご利
用ができます。（但し、本件による返金、お釣銭は換金できません）

有効期限　ギフト券に有効期限が印字されております。
取扱店舗　花とみどりのギフト券取扱店（全国共通）

当社ホームページの「投資家の皆様へ」のコーナーでも、株主様・投資家様向けの情報を掲載しております。
インターネットをご利用の方は、ぜひ下記URLをご参照ください。
http://www.otakaki.co.jp/m/ir/

●株主メモ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

基準日 毎年3月31日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL0120-232-711（通話料無料）

特別口座の
口座管理機関

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

同連絡先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL0120-782-031（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所　JASDAQ（スタンダード）

公告の方法 日本経済新聞

お問合せ先

●株主様ご優待のお知らせ

株式会社  大田花き
〒143-0001　東京都大田区東海２−２−１
TEL：03（3799）5571　FAX：03（3799）1100

本『Flower Message』は、発行日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、今後の
経済情勢、事業運営における様々な状況によって、記載内容が変更される可能性があります。

東京証券取引所
JASDAQ（スタンダード）
証券コード7555

EDINETコードE02871

・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関
（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会
社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住
友信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっておりますので、三
井住友信託銀行株式会社にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ
信託銀行株式会社）ではお手続きできませんので、ご注意ください。

・未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

・「配当金計算書」について
配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特
別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を
行う際は、その添付資料として使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきまして
は源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の
添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配
当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいておりま
す。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。



代表執行役社長　磯村 信夫
東京都出身。成城大学経済学部卒。京都生花㈱を経て㈱大森園芸市場入
社。同社専務取締役就任後、1989年㈱大田花き設立。1994年同社代表取
締役社長に就任（現在代表執行役社長）。（一般社）日本花き卸売市場協会
会長、東京都花き市場協同組合理事長、東京都花き振興協議会副会長、
東京都中央卸売市場大田市場協会副会長を務める。

　2014年12月、「花きの振興に関する法律」が施行され、
花の生産振興に向けた追い風となっています。また、近
年の農協改革を受けては、各地の農協や生産農家が地域
特性に立脚した新たな取り組みに知恵を絞ることによ
り、商品開発や各種技術が集積し、農業分野における新
たなビジネスモデルや地域の産業インフラが形成され
ていくと捉えています。そのため、県・地域農協は、今
後ますます磨きがかかっていくと思われます。
　その中にあって、中央卸売市場である当社の必要性、
重要性は今後ますます高まっていくと予想されます。
自然の恵みを受け、縦長の国土がもたらす様々な気候
風土において生産される花は天候の影響を受けやすく、
生活者の手元に届くまでベストな状態に鮮度を保てる
花の収穫は、時期やエリアが都度変化する傾向にあり
ます。そのなかで、国内各所の産地と強い連携を築い
ている当社は、モノと情報の両面において大きな強み
を発揮します。季節にあわせた多様な品揃えが可能と
なり、生産状況に応じた代替産地や代替品の手配・確保、
新しいトレンドの創出に貢献し、生産アドバイスにも
活かしていくことができます。この好循環は、各地の
地域農協や生産農家と当社との関係性をさらに強固な
ものにしていきます。これらを支える礎は、花の外観
だけではなく中身の品質まで見分ける「花の目利き」
として長年培ってきたプロフェッショナルの知の集積
です。また、従来より中央卸売市場に求められる基本
機能である相場形成・指標づくりと物流センターとし
てのスピーディーなハブ機能についても、公平・公正・
透明性を確保し、引き続き取り組んでいくことが使命
のひとつと考えています。

　eコマースが隆盛を極める一方で買い物体験の楽しさ
が改めて見直されるなど、消費構造が多層化する現代
においては、今後ますます物流の重要性が高まり、「物
流を制したところにモノが流れる」とみています。市
場に求められる役割も、商流から物流センターとして
の機能にウエイトが置かれ、消費地に近いところに加
工拠点も含めた物流拠点を立地することが大きな成功
要因になっていくと考えられます。
　また、近年の花き流通においては、「鮮度保持」の重
要性がさらに高まり、生活者からも「日持ち」が求め
られています。コールドチェーンのさらなる強化と合
理的・効率的物流の実現は、当社の中長期的な成長戦
略において不可欠であると考えます。
　そこで当社は、100％子会社である株式会社大田ウィ
ングスを通じて、地上3階建ての新しい物流施設「OTA
花ステーション」の建設を2015年4月に着工しました。
当社の物流棟に隣接した形で、2階と3階に大型保冷庫
をそれぞれ整備、搬出入用のプラットフォームを増設
することにより、現状の取扱量の約1.4倍となる年間1,000
万ケース（最大値）の取り扱いが可能となります。
　さらに当社は、新施設により生産者様と買参人様双方の
ニーズに対応したソリューションの提供による収益源の多
様化にも取り組んでいきます。生産者様、買参人様それぞ
れのビジネスチャンス拡大につながることから、花き流通の
活性化、生活者への価値ある花の提供に貢献していきます。
　物流の重要性がさらに増すこれからの時代、羽田空
港や成田空港、鉄道網や高速道路など、2020年に向けた
ネットワークインフラの整備が進んでいきます。屈指
の立地特性を有する大田市場において、新施設を通じ
て鮮度保持の効いた合理的・効率的物流に取り組みま
す。花を知り尽くしたプロ集団である当社は、時代の
先を見据え、イノベーションにつながる成長戦略を推
進し、花き業界をリードしていきます。

　2014年度は、4月の消費税率引き上げや円安による
物価の上昇圧力で節約志向が高まったことなどによ
り、総じて消費は低迷していましたが、日経平均株
価の上昇や秋頃からの原油価格下落などもあり、個
人消費は売れ筋が高額品と低価格品に偏るという「消
費の二極化」が鮮明となりました。
　花き業界においても、ヘビーユーザーである65歳
以上が消費を手控えるなど大きな影響を受けました。
一方、5月の母の日のフラワーギフト需要は依然とし
て根強く、加えて、企業がオフィスにグリーンを導
入したり、花や緑を愛でる旅行は堅調に推移するな
ど、人々の生活シーンや空間における花の需要への
ポテンシャルは実感できました。そこで当社は、今
後の消費のけん引役として期待される団塊ジュニア
をターゲットとした取り組みを強化しました。オレ
ンジや黄色などビタミンカラーの花やバラ・カーネー
ション・季節の草花など、この世代が好む品種を捉え、
色使いや花の咲き具合などを提案し、生産者サイド
に働きかけることにより流通拡大を図りました。そ
の結果、9月頃から当社が提案する団塊ジュニア向け
商品が徐々に受け入れられるようになりました。
　さらに当社では、グローバリゼーションの観点か
ら輸入商社と協業し、海外産地を育成しながら国内
向けの花きを生産してもらう取り組みも強化しまし
た。特に台湾においては、現地との交流を重視した
取り組みを推進し確かな手ごたえを得ています。ま
た、独立行政法人国際協力機構（JICA）による公募
で「ベトナムにおける花きせり市場開設及び花き流
通技術普及促進事業」を受託し、ラムドン省ダラッ
ト地域において日本式花き市場流通システムの導入
に取り組んでいます。花きの国際的流通に関わる新
たなビジネスモデル構築に向けた布石と位置付けて
います。

“事業を通して
暮らしに潤いを提供し、

豊かな社会文化を創造します”

変化への対応：Just Solution

企 業 理 念
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　当社は、企業理念として「花の流通を通して、消費者に
潤いある豊かな生活を提供し、社会文化の創造に寄与する
こと」を第一に掲げています。人々が日常的な暮らしの中
に花を取り入れ、癒しを感じられる生活空間の創造をめざ
し、業務に邁進する所存です。
　同時に、福岡に会社を構える企業として、地元・福岡を
始め、九州各地の経済発展に貢献出来るよう、事業拡大を
めざしております。

　経営ビジョンとして、以下の3つを事業の柱に据え、業界
の常識や経験にとらわれることなく、移り変わる時代の流
れに合わせて、進化を遂げて参ります。

　  流通事業（空白地域が増えてきた！？）

　生産者の高齢化が進み、国内の花き生産量は減少傾向に
あります。天災などで被害を受けると、生産継続が難しい
と復旧を断念するケースも増えています。都市部への人口
流出等で後継者へのバトンタッチも難しく、生産量の減少
に拍車が掛かっています。
　物流面では、空路における路線の減少や機体小型化、陸
路における夜間の高速道路ETC割引の廃止・縮小、ドライ
バー不足等により、物流全般に対するコストが高止まりし
ています。
　このような生産量の減少、生産者が負担する輸送コスト
の増加により、需要があっても遠方へは出荷できないと、

向ければ、欲しいという顧客がいる可能性もあります。ニー
ズに沿った円滑な流通が実現するよう、それぞれの生産地、
品目に応じた販売チャネルの開拓を、全国に販路を持つ大
田花きグループ各社と連携しながら行うことで、適切な評
価・価格形成がなされるようにして参ります。

　  消費拡大事業（花を身近に）

　花は、入学・卒業、冠婚葬祭など人生の節目において、
また母の日やお盆・お彼岸などの年中行事において、重要
な役割を担っています。近年では、男性から女性に花を贈
る「フラワーバレンタイン」など新たな需要も生まれ徐々
に盛り上がってきています。
　このようなイベントごとに際し、消費者の方々は “華” を
飾ってくださいますが、日本の人口動態を考えますと、今後、
これらの購買数は減少が懸念され、対策を検討し実行する
ことが課題となります。これまで以上に、普段使いの卓上
花などホームユース需要を開拓し、イベントごとだけでは
なく、日常生活にも欠かせない存在として、花の重要性を
さらに高めていく必要があります。
　そこで「消費拡大事業」のひとつとして「異業種への訴求」
に取り組んでいきます。
　既存の販売チャネルに限定せず、消費者が身近に感じて
いる様々な業態の企業をパートナーとし、消費者がパート

販路を縮小する動きが顕在化しています。そのため、消費
の中心である関東圏であっても必要な花が手に入りにくい
という空白地域がみられるようになり、供給の安定化が課
題となっています。
　当社では「流通事業＝集散機能強化」と捉え、生産と消
費を結ぶため、輸送会社とも協業し、物流の効率化、商流
の最適化をめざしています。
　　  生産振興事業（トレンド発信）

　当社は、生産地である九州に拠点を構えており、生産振
興を重視し、川上から業界を盛り上げたいと考えています。
　そこで、需要喚起に向けた「商品開発プロジェクト」に
取り組みます。まずは種苗会社とも連携し、生産者の方々
に新しい花の種の導入を依頼します。これにより、購買意
欲が高まるような新品種を流通させていきたいと考えてい
ます。また、以前からある商品の仕立て方を変えるなど、
マイナーチェンジにも取り組みます。仕立て方を変えるこ
とによって、商品の完成形に変化を持たせ、新鮮味が加わ
ります。リバイバル＋αを狙った高付加価値商品の流通を
めざします。
　もうひとつ、「産地開発プロジェクト」にも取り組みます。
　生産者が、継続的に安定した生産を続けていくためには、
適正価格での流通は必須となります。しかし限られたエリ
アの中では、ニーズが合わず適切な評価・価格形成がなさ
れなかったというケースもあります。ですが、全国に目を

ナー企業から花を購入できるような仕組みを模索していき
ます。
　パートナー企業の付加価値向上を花の力で応援しながら、
消費者にもっと花を身近に感じてもらうためには、どのよ
うにすべきか、パートナー企業と一緒に知恵を絞り、アイ
ディアを形にしていきたいと考えております。
　また、「花のある空間の日常化」を提案していきます。
　消費者が生花店を訪れ、購買意欲を持って花を選ぶ機会
が少ないのは、素材が並ぶ生花店の店頭では、自宅に花を
飾った様子や華やいだ生活空間をイメージしにくいことが
要因ではないか、と仮説を立てました。
　そこで、生活空間にどのような形で花を取り込めるのか？
といった「気づき」を提案していきます。花のある暮らし
を想起しやすい環境・空間を見せることで、花の良さを伝え、
気づいてもらうことが、花き業界の盛り上がりにつながっ
ていくと考えています。

　九州大田花きは消費者と共に、生産者の方にもご満足い
ただける明るい花き業界の未来をめざしています。今後と
も、大田花きグループの一員として躍進して参ります。

　大田花きは2015年度より連結決算に移行します。そこで今回は連結対象のひとつである「株式会社
九州大田花き」をご紹介します。九州大田花きは、大田花き100％出資による子会社として、2008年
12月1日、九州の要である福岡県に設立されました。セリ取引は行わず、相対取引を中心に、生産者
から仕入れた花きを、主に九州圏の花き市場・仲卸、生花店等に出荷・販売する卸売業を営んでいます。

　熊本県でトルコギキョウ、カラー、アリウムなど多種多様な花を生産しているJAやつしろ北部花部会。特に冬の温暖な気候を
生かした生産を行っています。
　通常、生産地から市場へ出荷する場合には、県や農協といった単位で、輸送手段を講じます。大型の農協などの場合、1回の出荷
量が多く、1か所でトラックを満載にすることができますが、小さな農協・農家では、1か所でトラックを満載にすることができな
いため、輸送効率が下がり遠方の消費地まで出荷することができないケースもあります。
　JAやつしろ北部花部会で生産された花の一部は、九州大田花きが三和陸運とともに構築した路線にて東京まで届けられます。こ
の路線は、県や農協の枠を超え、九州圏内の花の生産地を巡り商品を集荷する共同運
送便です。この仕組みにより、輸送効率が高まり、遠隔地からでもリーズナブルに消
費地へ花を供給することができるようになります。JAやつしろ北部花部会は、この
共同運送を実施するにあたり中心的な役割を担っています。
　また東京への花の輸送は、通常2日に1回が主流ですが、JAやつしろ北部花部会では、
九州大田花き・三和陸運とともに毎日出荷する仕組みを整えようと模索しています。
　生活者へ良いものを届けるところまで意識しながら生産を行っているのです。

株式会社九州大田花き代表取締役社長 
兼 株式会社大田花き執行役

萩原正臣

1 流通事業の事例■JAやつしろ北部花部会
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花の生産を担う農家の方々に注目し、そのこだわり、ご苦労、そして喜びなどをお伝えしている『花の産地を訪ねて』
ですが、今回は生産を支え、「品質」をつなぐ方々に注目しました。生活者の皆様に花を楽しんでいただくためには、
生産農家の皆様に加え、農協、運送店など多くの方々が、それぞれの持ち場で様々なご努力をなさっています。特に先
進的な取り組みをしているJA愛知みなみさん、そして三和陸運さんをご紹介します。

花 の 産 地 を た ず ね て

集出荷施設です。以前の施設の老朽
化、及び農協合併後の機能集約化の
ため2008年に建設されました。合併
前の3つのJAのうち旧赤羽根町と旧
田原町の農家がこの施設に商品を持
ち込みます。
　持ち込まれた商品は品質に偏りは
ないか検品され、あっという間に冷
蔵庫に。内部には立体化された冷蔵
システムと速やかな出庫を実現する
自動ピッキングシステムが施され、
10～12度で管理されます。集出荷施
設に滞留する時間はわずか数時間。
出庫後はしなやかに動くアームロ
ボットにより出荷先ごとにパレット
に積まれ、次の冷蔵庫で出荷を待ち
ます。この積み付け用のアームロボッ
トはさすがの大産地ならでは。

　　

に挟まれた漆黒の夜を明るく照らす
その光景は情緒に溢れ、今や田原市
の観光名所にもなっているほどです。
　JA愛知みなみの花き連絡協議会員
数は切り花、鉢物合わせておよそ
1,200軒。うち輪菊は833軒。輪菊は
数量にしておよそ270万箱。1箱100
本入りとすれば、およそ2.7億本が
JA愛知みなみから全国に流通します。
　そのような大産地で全国に先駆
け、品質管理のために建設したのが、
フラワーステーション、マムポート、
花ポートの花き集出荷施設。広い田
原市で、これらの施設の利用は、地
域（生産者グループ）によって分か
れています。

フラワーステーション

　生産された商品が農家によって持
ち込まれ、検品、冷蔵管理の上、取
引市場に向けて出発する花き専用の

活に時間的なゆとりを持ってもらえ
る。負担が大きい脱葉や水揚げなど
の作業をJAが担うことによって、家
族の時間も確保できるのです」
　需要の変化に伴い、圃場で生産に
専念できる時間は年々減少している
と言われています。社会も変化し、
お客様の要望に合わせようとすれば
するほど、生産以外のことに割かれ
る時間が長くなるのです。そこを農
協が肩代わりすることによって、品
質向上に寄与しています。
　「そのことによって規模を拡大し、
収穫量を増やした農家もいます」
と高瀬さん。自動化と同時にあらゆ
る課題を改善したのがこの先鋭的な
マムポートなのです。

　また、同じ敷地内に花ポートとい
う、菊と洋花類の集出荷施設が併設
されています。選別、箱詰めされた
花が持ち込まれるのですが、こちら
でもフラワーステーション同様に温
度管理、立体保管、ピッキングシス
テムなどが充実し、市場に届くまで
品質を保てるようになっています。

る、画期的な施設です。初代は1997
年に完成しましたが、以降改良が続
けられ、現在の形になっています。
菊が入った箱にはICチップが埋め込
まれ、梱包されるまで誰の商品かを
判別できる仕組みになっています。

　マムポートセンター長の河
か わ い

合盛
もり

光
みつ

さん曰く、
「多数の人が持ち込み、ひとつのブラン
ドで出荷する共同選花において、品質の
均一化と作業の効率化に繋がりました」
　マムポートは全国で最も多くの菊
を集約する場所。マムポートでは機
械の導入によって動線の最適化や運
営コストの削減ばかりでなく、菊の
処理能力も大幅に向上しました。
　この自動化にはもうひとつ大きな
目的があります。それは生産者の時
間を確保するということ。JA愛知み
なみ花き部部長の高

たか

瀬
せ

正
まさ

啓
ひろ

さんはマ
ムポート導入の理由を明かします。
　「農協が荷造りすることによって
農家の手が空く。農家はその時間で
生産自体に注力することできる。つ
まり品質向上のための環境を整えて
あげることになるのです。加えて生

　愛知県田
た

原
はら

市は渥美半島に位置
し、農業生産額はトップクラスを誇
る地域。その中でも、花きのシェア
は大きく全国に名高い生産地です。
ここにあった旧渥美町、赤羽根町、
田原町の3つの農協が合併し、2001
年に誕生したのがJA愛知みなみ。
「みなみ」とは「三波」を意味します。
北を風光明媚な三河湾、南は黒潮が
流れる太平洋、西は昔から交通の要
所とされてきた伊勢湾の3つの海や
湾に囲まれた渥美半島において、3
つのJAが合併したことからその名が
付けられました。主な花き生産品目
は、菊類をはじめとしバラやアルス
トロメリアなどの洋花類。とりわけ
白菊の生産量は市町村別で全国第1
位を誇ります。本来秋に咲く菊を周
年栽培するために、開花の性質を生
かし電照を使って栽培することか
ら、電照菊とも呼ばれます。海と空

　注目すべきは、全国でも珍しいエ
チレンカット機能付きの冷蔵庫があ
ることです。エチレンとは植物が切
られたときに生成される老化ホルモ
ンの一種。これによって自ら老化を
早めてしまうのですが、このエチレ
ンを吸着する機械を設置しているの
です。エチレンに比較的反応しやす
いバラなどの洋花を優先的にこの冷
蔵庫で管理し、品質劣化を防ぎます。
　この冷蔵庫からは外気に当たるこ
となく、冷蔵トラックに積み込まれ
ます。集出荷施設に持ち込まれた瞬
間から花き市場に届くまで、コール
ドチェーンはほぼ完璧に確立されて
いるのです。

マムポート

　マムポートとはその名の通り、菊（＝
マム）専用の集出荷施設です。生産
者は収穫したときに仮等級振り分け
を実施した状態で輪菊を菰

こも

（菊を包
むシート）に巻いて持ち込み、箱に
移し入れたら自分の名前を機械にイ
ンプットするだけ。あとは選別から計
数、水揚げ、梱包、出荷まで一切の
作業を機械が半自動的に行ってくれ

花ポート内観

フラワーステーション外観

アームロボット

マムポート内観

JA愛知みなみ

左からJA愛知みなみ 花き販売課 課長 鈴木又史さん
JA愛知みなみ 花き部 部長 高瀬正啓さん

マムポート センター長 河合盛光さん
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三和陸運株式会社 代表取締役社長　井上 博保さん

※MPS：「More Profitable Sustainability」の略。花き生
産を主幹産業のひとつとするオランダ発祥の「花き業界総
合認証プログラム」で、花きの生産者・流通業者を対象と
し、環境負荷の低減、鮮度管理、社会的な責任に対する取
り組みを審査・評価するもの。

品を常温部分と冷温部分とで置き
分けています。庫内に温度計を設
置し、常に何度で輸送されている
かを記録、走行中の現在地と合わ
せ、手元のタブレットでリアルタ
イムに知ることができるように
なっています。今どきの文明の利
器も存分に活用しています。
「設定温度を超過すると、警報が出
るようになっているんですよ」と管
理徹底の仕組みを明かします。
　しかし時代の変化とともに要望さ
れることは変化していきます。現状
に留まらず、より良い鮮度保持に向
けて知恵を絞り、新たな工夫や取り
組みを考え出していくことが欠かせ
ません。トラックの設計士を志して
いたこともある井上さんはそれもま
た面白く感じ、ドライバーと知恵を
出し合いながら試行錯誤を重ねます。
「当たり前のことを当たり前に行っ
ているだけ。世の中が求めているこ
とであり、最も基本的なことです」
しかし、これは存外難しいものです。
　三和陸運さんは品質管理の基準を
マニュアル化し、それに基づき全社
を挙げて業務遂行できるよう、2012
年にMPS※の流通認証を取得しまし
た。運送会社でMPSの取得は三和陸
運さんが世界初となります。「品質」
輸送に真摯に向き合っている証と言
えるでしょう。
　花き輸送は食品輸送より10年、中
でも進んでいる食肉輸送からは20年
遅れているとも言われています。

「口に入れないから鮮度や品質にこ
だわらなくていいということはない
でしょう」という井上さんの言葉か
らは、品質に対する意識の高さがう
かがえます。「どちらも鮮度が命で
あるのは変わりません。業界の常識
は世の中の非常識。一生懸命花を運
びますが、常に生活者目線を忘れず、
業界の常識に捕らわれずに改善点を
指摘できるような立場を貫いていき
たい」
　花き流通を俯瞰し、他業界との違
いを客観的に見つめつつ、食肉より
もさらに5年先を行けるように先を
見据えています。
　そんな三和陸運さんの目標は、福
岡から東京・仙台まで物流、すなわ
ち「品質」をつなぐこと。「花は生
活を潤すためのものです。生産から
流通まで全て笑顔で輸送して、生活
者にも笑顔を届けること。これを確
実につながなければいけない」生産
者の方たちの応援と花を載せて三和
陸運さんは今日も走っています。

れたのは簡易的なものでした。荷捌き
の際に直射日光が当たらないよう
オープンスペースには屋根かけをし
たり、とりあえずのクーラーを設置し
てみたり。ちょっとしたことでしたが
評判良く、徹底した施設を作ろうと
2007年に福岡空港付近に温度管理装置
が完備された物流センターを、また
2012年に花き専用の冷蔵施設を建設し
ました。さらには花きの鮮度保持流通
では日本の先を行くヨーロッパやケ
ニアへ視察に行き、差圧予冷の構造や
仕組みを学び、自社の流通に取り入れ
ました。差圧予冷とは、段ボールの容
器に設けた通気孔から冷気を強制的
に循環させ、生鮮品と素早く熱交換を
行う予冷方法です。三和陸運さんは広
い視野で日々鮮度への探求や努力を
惜しみません。

　次に「品質」を運ぶために注目し
たのはトラック。福岡から大阪まで
はおよそ550km、さらに大阪から東
京までもおよそ550km。実際に現在
使用しているトラックは、この間に
なるべく花へのストレスを軽減し、
ベストな状態で運ぶために作られ
た理想形です。庫内の前後から冷
気を送風しますが、上手に間仕切
りして、管理温度の異なる花き商

　福岡空港の南側
に花き部門物流セ
ンターを構える三
和陸運さんは、花
きを専門に扱い「品
質」を届けている

運送会社です。会社創業時から扱っ
ていたのは飼料と鉄骨でしたが、バ
ブル崩壊とともに鉄骨の輸送が減少
してきたころ、花き輸送の話が舞い
込んできました。園芸鉢物商品から
始まり現在は切花も取扱い、「やるか
らには1番になる」という代表取締役
社長の井

いのうえ

上博
ひろやす

保さんの信念で関西・
関東への輸送量を増やしています。

　「品質」に注目したきっかけは、花
きの輸送を行う際、心温かい生産者
さんや市場関係者から多くのことを
教えてもらったこと。「皆様の大切な
商品を運ぶためにも鮮度保持は必須
という意識が芽生えた」と井上さん。
生産者から教わった花きの知識や情
報をもとに、より良い状態で生活者
のところまで届けるために細やかな
工夫や取り組みを行っています。
　最初に「品質」保持のために取り入

　花の品質は、それらが置かれた環
境が作り上げる。それは栽培中も収
穫後も同じことです。圃場での品質
を生活者の元まで維持するために
も、花にとって最適な環境でバトン
タッチしていくことが必要なのです。
　中神さんは日々地域の集荷場であ
るフラワーステーションに持ち込み
ます。

　「フラワーステーションには最新
鋭の保管設備があるから生産者とし
ては安心。自分たちが生産出荷した
ものがお客様のところに良い状態で
届くというのはとても重要なことで
すね」
　特に高温多湿の日が続く夏場など
は、せっかく良い状態で出荷しても、
流通途中の品質管理が施されていな
ければ、品質は劣化するばかり。高
温下では必要以上に咲いてしまった
り、花弁や葉が傷んでしまったりし
てしまいます。それを未然に防ぎ、
収穫当時の品質のまま生活者のみな
さまのお手元に届くのは、JA愛知
みなみが施すこれらのコールド
チェーンのしくみがあるからこそな
のです。

　生産面積およそ4,000㎡にて白の
輪菊を栽培される中神さんは、お父
上の代から輪菊生産に従事していま
す。この地域の多くの農家がそうで
あったように、中神さんもまた以前
は夏にメロン、冬に輪菊という複合
栽培でした。しかし、菊の電照栽培
の技術が確立し、本来秋以降に開花
する菊を春夏にも開花させることが
可能になったこと、及び夏の栽培に
適した良い品種が誕生したことによ
り、輪菊の周年栽培に特化すること
になりました。
　中神さんは1日のはじめに圃場に
入り、まず見るものは花でも葉でも
なく、「空気」だといいます。温度
や湿度の高低を肌で空気を感じるの
だとか。それによって、圃場内のコ
ンディションを確認し、灌水や遮光、
施肥作業など、その日の仕事を決め
ていきます。そのあとにひとつひと
つの花を見て回ります。
　「1日2回は必ず巡回し、病害虫は
ないかなどを確認します」

 生産者訪問：中
なか がみ

神 智
とも ひこ

彦さん
JA愛知みなみ　花き連絡協議会会長

（生産品目：輪菊）

JA愛知みなみ 花き連絡協議会会長　中神 智彦さん

圃場の様子

三和陸運株式会社

三和陸運株式会社 空港物流センター
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　 W e l c o m e  t o  大 田 花 き

プラットフォーム
トラックからの積み降ろ
し、トラックへの積み込
みがスムーズに行える段
差がついています。

資材店舗
花き部には小売店様で用
いられるラッピングペー
パーやかごを扱う資材店
舗もあります。

スロープ
地下と1階をつなぐス
ロープ。台車は自動搬送
設備によって無人で安全
に運ばれます。

地下定温庫
花にとって心地よい温度
に保ちます。ストレスは
禁物です。

物流棟
切花の箱がローラーの上
をするする流れて買参人
様ごとに仕分けられます。

仲卸通り
仲卸各社の店先は
まさに花盛り！
せり中は買参人様
・買出人様でごっ
た返します。

事務所
せりが終わった午後、
人口密度が急上昇！

せり場
月・水・金曜日の午前7
時からは切花を中心に、
火・木・土曜日の午前7
時半からは鉢物を中心と
したせりが始まります。
せり人の掛け声が飛び交
い、活気に包まれます。

ショーケース
季節商材と新品種の紹介
を行っています。

受付
ようこそ、大田花きへ。

NHKテレビ
「ひるまえほっと
いま旬市場」
この場所から「いま旬市
場」として毎月1回（第
1金曜日）新鮮で旬な花
をご紹介しています。

花保ち試験室
こちらでは、試験室の
条件を厳密に設定し、
品質検査を行っていま
す。

イラストで大田花きを
ご紹介します。

花のモニュメント
花き棟のシンボル。

プラットフォーム
主に相対品の搬出が行
われます。

保冷庫
商品に合わせた温度・湿
度にて保管します。
夏の暑い日でも安心です。

現場事務所
現場における情報の要

（かなめ）です。

ロジスティック本部事務所
市場内外におけるスムー
ズな物流を担うロジス
ティック本部の事務所で
す。

展示コーナー
せり場の一角に展示コー
ナーを設け、新商品の紹
介や買参人様向けのパン
フレットなどを陳列して
います。

花束加工
ここで加工の作業が行わ
れています。
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0
2015 2015 2015 2015 2015 20152014 2014 2014 2014 2014 2014

キク類 洋ラン・バラ・
カーネーション

球根類 草花類 枝物・葉物 鉢物

4,925

5,977

4,032

6,250

3,063

1,889

4,795

5,806

3,905

6,218

2,945

1,813

品目別売上高

※上記の売上高の数値には、付帯業務売上の数値は含まれておりません。

（単位：百万円）

販売経路及び経路別卸売業務売上実績並びに卸売業務売上高比率

販　売　経　路
2014年3月期 2015年3月期

売上高 売上高比率 売上高 売上高比率

専門店

東京都承認買参人数
1,621名＊

加工・量販店

業務需要店

場内仲卸
生花小売店

生花小売店 一般消費者

一般消費者

一般消費者

一般消費者

一般消費者

一般消費者

地方市場

生花小売店

生花小売店 一般消費者地方市場

場外問屋・
地方市場

当　　社

百万円 ％ 百万円 ％

6,090

4,431

1,219

9,657

4,740

23.3

17.0

4.7

36.9

18.1

5,886

4,352

1,238

9,681

4,326

23.0

17.1

4.9

38.0

17.0

合　　　計 26,139 100.0 25,485 100.0
※上記の売上高の数値には、付帯業務売上の数値は含まれておりません。＊2015年3月末現在

CROA＝（経常利益+減価償却費）÷総資産（前期末）
　2015年3月期のCROAは6.0％でした。

営業の概況

付帯業務売上とは？

　当社では、買参人様が
購入された商品の検品や
配送の手配などの物流
サービス、「O

オ リ ー ブ

LIVE＋
プラス

」な
どの情報システムサービ
スなど、花き卸売業務に
付帯する様々なサービス
を、現在は実費相当額で
行なっており「付帯業務
売上」として計上してお
ります。2014年3月期には
120百万円、2015年3月期
には131百万円を計上しま
した。
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貸借対照表（要約） 損益計算書（要約）
（単位：百万円）

科　目 当　期
2015年3月31日現在

前　期
2014年3月31日現在 科　目 当　期

2015年3月31日現在
前　期

2014年3月31日現在

（資産の部）

　流動資産

　固定資産

　　有形固定資産

　　無形固定資産

　　投資その他の資産

4,567

2,383

522

126

1,734

4,438

2,396

514

172

1,709

（負債の部）
　流動負債 1,599 1,578
　固定負債 597 590
　負債合計 2,196 2,169
（純資産の部）
　株主資本 4,753 4,666
　　資本金 551 551
　　資本剰余金 402 402
　　利益剰余金 4,148 4,060
　　自己株式 △� 349 △� 349
　純資産合計 4,753 4,666

　資産合計 6,950 6,835 　負債純資産合計 6,950 6,835

キャッシュ・フロー計算書（要約）
（単位：百万円）

当　期
2014年4月 1 日から
2015年3月31日まで

前　期
2013年4月 1 日から
2014年3月31日まで

Ⅰ.���営業活動によるキャッシュ・フロー 299 △� 103

Ⅱ.���投資活動によるキャッシュ・フロー 374 △� 193

Ⅲ.���財務活動によるキャッシュ・フロー △� 80 △� 91

Ⅳ.���現金及び現金同等物の増加額 593 △� 388

Ⅴ.���現金及び現金同等物の期首残高 1,960 2,348

Ⅵ.���現金及び現金同等物の期末残高 2,554 1,960

株主資本等変動計算書（2014年4月1日から2015年3月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 551 389 13 402 30 17 3,765 248 4,060 △� 349 4,666 4,666
事業年度中の変動額
　剰余金の配当 △ 61 △ 61 △ 61 △ 61
　圧縮積立金の取崩 △ 2 2
　別途積立金の積立 110 △ 110
　当期純利益 148 148 148 148
事業年度中の変動額合計 － － － － － △� 2 110 △� 19 87 － 87 87
当期末残高 551 389 13 402 30 15 3,875 228 4,148 △� 349 4,753 4,753

営業活動によるキャッシュ・フロー
　　営業活動により増加した資金は299百万円となりました。
これは主として、税引前当期純利益239百万円、減価償却
費168百万円などによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　　投資活動により増加した資金は374百万円となりました。
これは主として定期預金の払戻による収入が600百万円、
貸付金の回収による収入157百万円などがあった一方で、
関係会社への貸付けによる支出138百万円などがあったこ
とによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　　財務活動により使用した資金は80百万円となりました。
これは主に配当金の支払額60百万円、リース債務の返済
による支出20百万円によるものであります。

財 　 務 　 諸 　 表

（単位：百万円）

科　目
当　期

2014年4月 1 日から
2015年3月31日まで

前　期
2013年4月 1 日から
2014年3月31日まで

売上高 25,616 26,260

　卸売業務売上 25,485 26,139

　付帯業務売上 131 120

売上原価 23,083 23,673

売上総利益 2,533 2,587

販売費及び一般管理費 2,341 2,355

営業利益 191 231

　営業外収益 47 53

　営業外費用 0 0

経常利益 239 284

税引前当期純利益 239 284

　法人税等 79 132

　法人税等調整額 11 △ 24

当期純利益 148 177
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『Flower Message』をお読みいただきありがとうございます。
アンケートにご協力ください。

以下の質問の該当の番号に○をしてください。

Q1. 弊社とのご関係についてお聞かせください。
　a．株主　b．生産者・出荷者　c．買参人
　d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q2.   株主様にお尋ねします。大田花きの株式に投資した理由は何でしょ
うか？（複数回答可）

　a．事業内容　b．経営方針　c．安定性　d．将来性　e．独自性
　f．１株当たりの配当金　g．株主優待　h．証券会社の勧誘
　i．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q3.   株式投資に際しての情報源はどこからでしょうか？（複数回答可）
　a．証券会社店頭　b．新聞・雑誌の記事
　c．四季報・日経会社情報　
　d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q4.   情報提供の手段として、どのようなものを希望されますか？ 
（複数回答可）

　a．投資家説明会　b．インターネット・ホームページの充実
　c．IR広告等　
　d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q5. 弊社に対するご意見がございましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

アンケートのお願い
当社は『Flower Message』をみなさまとのコミュニケーションの
場として充実させていきたいと考えております。
お手数とは存じますが、上記のアンケートにご意見、ご感想をおよせ
ください。（切手を貼らずにご投函ください。）
なお、個人情報保護に配慮し、ご記入いただいた個人情報は当社の
IR活動向上のために統計資料として活用させていただくためにのみ
使用し、その他の目的に利用することはありません。

ア ン ケ ー ト

POST CARDとしてお使いください。

●株主分布及び出荷者分布

九州・沖縄

四国
中国

近畿 中部 甲信越

関東

東北

北海道

株　主：2015年3月31日現在で、保管振
替機構名義株主及び自己株式
を除く

出荷者：2014年4月1日から2015年3月31
日までの間に出荷があった出
荷者数

株　主： 6名
出荷者： 64名

外国　株　　　主： 1名
　　　輸入商社数： 83名

株　主： 3名
出荷者： 274名

株　主： 262名
出荷者： 2,000名

株　主： 11名
出荷者： 296名

株　主： 5名
出荷者： 100名

株　主： 8名
出荷者： 44名

株　主： 35名
出荷者： 101名

株　主： 51名
出荷者： 997名

株　主： 14名
出荷者： 272名

株 式 の 状 況 ／ 利 益 配 分 の 基 本 方 針

役員

金融機関

個人

国内法人

その他

自己株式

合計

所有者区分

㈱大森園芸ホールディングス
東京青果㈱
小杉圭一
㈱大森園芸
柴崎太喜一
野田祐子
磯村信夫
㈱都立コーポレーション
大田花き従業員持株会
㈱南関東花き園芸卸売市場

氏名または名称

株主数（名） 所有株式数（株） 株式数比率（％）

7

1

360

21

7

1

397

683,000

50,000

1,237,416

3,111,000

8,045

410,539

5,500,000

12.42

0.91

22.50

56.56

0.15

7.46

100.00

持株数（千株） 持株比率（％）

1,640
500
480
400
209
168
160
156
134
105

32.22
9.82
9.43
7.85
4.10
3.30
3.14
3.06
2.63
2.06

●株主構成

●大株主の状況

※自己株式410,539株を保有しておりますが、上記大株主からは除外して
おります。
※持株比率は自己株式（410,539株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数� 20,000,000株
発行済株式の総数� 5,500,000株
 （自己株式410,539株を含む。）
株主数� 397名

2015年3月31日現在

2015年3月31日現在

2015年3月31日現在
利益配分の基本方針

　当社の利益配分に対する考えは、株主価値を重視した経営方
針の重要課題のひとつと考え、株主の皆様が長期的かつ安定し
て保有していただくために、安定した配当を継続的に行ってい
きたいと考えております。そのうえで事業年度の収益状況や今
後の見通し、配当性向、キャッシュ・フローを勘案して適切な
配当を実施してまいります。
　併せて企業体質の強化並びに競争力を増強するための戦略的
投資に備えるため内部留保金を継続して確保してまいります。
　なお、当期の剰余金の配当につきまして、1株当たり普通配
当を12円とし、次期につきましても同水準の配当を予定してお
ります。
　当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針と
しております。配当の決定機関は取締役会であります。なお、
当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

　本『Flower Message』の表紙とポストカードのアレンジメント
に使用したのは、杉本ばら園さんのバラ「コーラルハート」です。
滋賀県でバラを生産している杉本ばら園さんは、品評会で数々の
賞を受賞するなど日本を代表するバラ生産者のお一人です。
　カップ咲きで、外側はピンク、咲いてくると内側から淡いオレ
ンジの花弁が顔を出すツートンカラーが魅力的なコーラルハート。
花弁がしっかりしているため、咲いてからの日持ちが良いことも
特長で、近年デビューした品種の中では人気上昇中の注目株です。

バラ「コーラルハート」を使ったアレンジメント
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会 社 情 報

株　主　総　会

営　業　本　部

ロジスティック本部

情報システム本部

内 部 監 査 室
社　　長　　室

管　理　本　部

第一グループ
営業開発室

ユニークグローバル室
第二グループ

仕入業務部門

第一センター

第二センター

執　行　役　会

取　締　役　会
指名委員会 報酬委員会 監査委員会

販売業務部門

オンディマンド推進センター

サービスセンター

第一ティーム（菊・枝物・葉物・バラ・カーネ・洋ラン）
第 二ティーム（ 球根・草花 ）

第一ティーム（場内仲卸、地方市場・場外卸）
第二ティーム（専門店・業務店・量販店）

物 流 改 善 テ ィ ー ム

荷 受 テ ィ ー ム

第 一 ティーム（ 仕 入 管 理 ）
第二ティーム（提案・受発注管理）

サービス支 援 第 一ティーム
サービス支 援 第 二ティーム

荷 捌 テ ィ ー ム
相 対 分 荷 テ ィ ー ム
セリ準備・セリ分荷ティーム
セ リ 分 荷 テ ィ ー ム
情 報 管 理 テ ィ ー ム
情 報 支 援 テ ィ ー ム
品 質 カ イ ゼ ン 室
総 務 テ ィ ー ム
財 務 テ ィ ー ム
経 理 テ ィ ー ム

2015年 4 月 1 日現在
組 織 図

●商号 株式会社大田花き
●英文商号 OtaFloricultureAuctionCo.,Ltd.
●本店所在地 〒143-0001

東京都大田区東海二丁目２番１号
TEL.03-3799-5000
FAX.03-3799-1871

●設立 平成元年１月
●代表者 代表執行役社長　磯村信夫
●資本金 5億5,150万円
●決算期 3月31日
●従業員数 200名（2015年4月1日現在）
●事業内容 花き及びその加工品の受託販売

並びに購入販売

執行役体制取 締 役 会会 社 概 要
2015年4月1日現在

代表執行役社長 磯村　信夫
執行役副社長 小杉　圭一
執行役常務
ロジスティック本部長 吉武　利秀
執行役
管理本部長 金子　和彦
執行役
営業本部長 淺沼　建夫
執行役兼㈱九州大田花き
代表取締役社長 萩原　正臣
執行役
社長室長 加藤　了嗣

2015年6月20日現在
取締役会会長
（指・報） 磯村　信夫
取締役
（指・報） （※）川田　一光
取締役
（指・監） （※）須田畯一郎
取締役
（指・報） （※）中山　俊博
取締役
（指・報） （※）奥野　義博
取締役
（監） （※）（※2）内田　善昭
取締役
（報・監） 磯村　宣延
※会社法第2条第15号に定める社外取締役
の条件を満たしております。
※2㈱東京証券取引所に独立役員として
届け出ております。

（注）指：指名委員、報：報酬委員
　 　監：監査委員

第704号

大森局
承　認

料金受取人払郵便

差出有効期間
H27.6.22～
H28.6.30

1 97834 0

東京都大田区東海2丁目2番1号

株式会社 大田花き
経理ティーム 行

郵便はがき POST CARD

花 の 催 事　C a l e n d a r （予定）
七夕、カスミソウの日、ハス市、法月市、盆、お中元2015.07

盆、大田花きバラ会議2015.08

重陽の節句（菊の節句）、敬老の日、秋の彼岸、お月見2015.09

カボチャ大市、ハロウィン2015.10

七五三、いい夫婦の日、ツリー市2015.11

ダズンローズデー、松市、千両市、クリスマス、お歳暮
初市、人日の節句（七草）、成人式、スイートピーの日、
愛妻の日

2015.12

2016.01

節分、関東東海花の展覧会、フラワーバレンタイン、
世界らん展日本大賞

2016.02

桃の節句、ミモザの日、ホワイトデー、卒業式、春の彼岸2016.03

入学式、花祭り（釈迦）、ガーベラの日、サン・ジョルディの日2016.04

スズランの日、端午の節句、母の日、
国際バラとガーデニングショー

2016.05

下欄につきましては、可能な範囲でご記入ください。

住所

〒 都道府県　　　　　　　　　　　市区郡

お名前

フリガナ

 男／女　　　　歳

Eメールアドレス

TEL （　　　　　）

いけばなの日、父の日、サマーギフト2016.06
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