
【1,000株以上ご所有の株主様】
年2回一律3,000円分の「花とみどりのギフト券」を贈呈いたします。
1.	ご利用方法
「花とみどりのギフト券」の使用に制限はなく、花とみどりの
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」
のみでのご利用ができます。（但し、本券と現金とのお取り替
え、およびお釣り銭のお渡しはできません。）

2.	有効期限
ギフト券に有効期限が印字されております。
3.	取扱店舗
全国共通で、「花とみどりのギフト券」	 	
取扱店

　毎年３月31日現在および毎年９月30日現在の株主様に対し、以下のとおり株主ご優待券を贈呈します。
【100株以上1,000株未満ご所有の株主様】
年2回一律500円分の「当社グループオリジナル・クオカー
ド」を贈呈いたします。
1.	ご利用方法
クオカードはコンビニエンスストアやドラッグストアな
どで、代金のお支払いにご利用いただけます。
2.	取扱店舗
全国共通の商
品券（プリペ
イドカード）で、
クオカード取
扱い加盟店

当社ホームページの「IR情報」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。
https://otakaki.co.jp/ir_new/

●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信託銀行株式会社特別口座の

口座管理機関
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都府中市日鋼町1-1
電話	0120-232-711（通話料無料）
郵送先
〒137-8081	新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

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 電子公告

公告掲載URL:当社ホームページ
https://otakaki.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載す
る方法により行います。

お問い合せ先

●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

本紙『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
社等にお問い合せください。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、三菱
UFJ信託銀行株式会社にお問い合せください。

・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ご使用いただくことができます。
但し、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してください。



2018年度は記録的な猛暑、地震、豪雨等、相次ぐ自然災害の
発生により生産量が減少しました。このように天候の影響も
ありましたが、花き業界全体で価格だけの競争をしすぎたこ
とが、一番の反省点です。仏花や葬儀用の花が余り気味とな
り、消費者に他の用途への提案等をしないまま価格競争に
入ってしまいました。この安売り競争、あるいは市況の下落が
大きかったです。仏事の儀式は保守的なので、量の違いはあっ
ても全国に平均的に流通しています。ところが、都市部を中心
に仏事に使われる花も多様化しました。切花であれば、白菊を
中心に小菊も含めて単価が下がったので、全体の仏事の花の
単価が下がることとなりました。生活者の変化に一部応えら
れましたが、それでも当社への影響はかなりありました。

更に、近年は経営者の高齢化等で専門店が減少し、スーパー
マーケットや量販店で花束加工されたものが売られていま
す。物日には売場を拡張する一方、それ以外の日は売場を狭く
して、ロスを減らすために日持ちの良い仏事の花を中心に販
売されています。その結果、仏事ではない花を求めてお買い物
にいらっしゃる方たちの好みに合わないミスマッチが起きて
います。近所に花屋さんがなくなってしまったからスーパー
に買いに来られたのに、そこに欲しい花がないので、結局買わ
ずに済まされてしまう。これも大きいです。

日本花き卸売市場協会によると、2018年の同協会124市場
の取扱高は約3,486億円で、前年から100億円以上減ってしま
いました。天候等の外部要因以外で減少したのは、その内の約
半分とみています。

花き業界のお客様は唯一、消費者の立場にいらっしゃる生
活者であることを念頭に、花の価値をしっかりと伝えていか
なくてはならないと、改めて感じた一年でした。

“事業を通して暮らしにうるおいを提供し、
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

【プロフィール】
東京都出身。立教大学法学部卒。1980年㈱電通PRセンター（＊現㈱電通パブ
リックリレーションズ）入社。営業局営業部、メディア局メディアプロモーショ
ン部、大阪支社営業部（副部長）、本社メディア局企画部（副部長）、コミュニケー
ション計画局プランニング部（副部長）、営業局ディレクション部（部長）。1998
年12月退社。1999年3月㈱パラフ設立。代表取締役社長就任。社会にとって、企
業において、広報の重要性が認知されはじめ、そして様々なメソッドが開発さ
れる時代に、広報の本質を捉えながら活動している。

平成が耕した日本の土壌。花の国オランダと日本が
世界の花き産業を盛り立てた30年。
携帯・スマホがライフスタイルに影響を与えた社会
潮流。

－平成から令和へと時代が移りました。この30年間の社会や
花き産業、生活者の変化をどのように捉えていますか。
	

磯村社長
ヨーロッパ、特に花の国・オランダと一緒に日本が世界の鉢

物や花の産業を盛り立ててきたという印象が一番大きいです。
日本の農業は、コメや麦から野菜、花、園芸に舵を切り、国内か
ら国外に向かっています。まさにグローバリゼーションです。

トップメッセージ

2018年度を振り返って

【プロフィール】
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）。そして（一社）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、全国花き振興協議会会長を歴任し、（一社）日
本花き卸売市場協会顧問、東京都中央卸売市場大田市場協会副会長、（一社）
花の国日本協議会副理事長を務める一方、NHKテレビ「ひるまえ	ほっと」内
「いま旬市場」の解説者としても活躍中。

心が通う次世代クラフトマンシップ広報で、
社会の風をつかみ、

グッドウイルの流れを作り、
光り輝くプレゼンスにつなげます。

enjoy-enjoy your dreams
企 業 理 念

《コーポレートメッセージ》

今、生活者は体験を通して「自分ア ングルの何か」を見つけています。
花と生活者がつながるヒントにつ いて、対談をしていただきました。

株式会社パラフ
代表取締役

西山 和宏
代表執行役社長

磯村 信夫

戦略広報の専門会社。
社名パラフの意味は、「花が咲く」
　㈱パラフは、1999年に戦略広報の専門会社として設立。
　設立にあたり、花き産業、花き業界の広報がほとんど
なされていなかったことから、花に関われるような広報・
PRに強い関心を抱き、社名にもその思いを込めています。
　ヘブライ語の「パラふ」という音は、「花が咲く」とい
う意味を知り、それが社名の源になりました。
　パラフの広報サービスは、社会の変化をつかみ、社会
が何を求めているのかを把握し、最適なコミュニケーショ
ンを創出することに強みがあります。大手自動車会社や
大手ビールメーカー等、多くの企業の広報環境把握を通
して、戦略広報展開にも加わってまいりました。
　企業の存在感が重視される中で、今後ますます重要と
なる社会的視点・生活者視点を提供していきます。
　企業人格を育て、表現していくための視点が広報には
重要と考えます。自社らしい、企業人格を伝える、特徴
ある広報展開が必要だと考えます。
　このサポートを目指して、事業を推進しています。

Talk partner

株式会社パラフ

特別
対談
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21世紀に入ってからの成熟社会において、日本は「人に見せ
る為」の園芸や花使いが多かったように思います。一方、ヨー
ロッパは「自分たちの生活の為の花」になっていました。

西山社長
花という観点でいうと、日本では1990年4月に「国際花と緑
の博覧会」が大阪で開催されました。この頃から、社会性あるコ
トとして“花”が動き始めた印象があります。
また、平成という時代は、1つ目はデジタルテクノロジーの時
代。2つ目は携帯・スマホ文化の時代。3つ目は携帯により大き
く変化した生活者スタイル。これが注目すべき潮流です。
特に、ほぼ1人が1台保有している携帯・スマホが与えた影響
はとても大きい。時間の使い方、お金の支払い方、情報の取り方
等にも影響を与えました。更に、「情報を画像や映像で認識す
る」ということが、生活者を大きく変えたと言えます。それに
よって、価値観やライフスタイルにも影響を与えました。
企業はそこに対応していかなければ、うまく商品が販売でき

ない状況になっています。平成時代の若者は自分の価値観を大
事にします。生活者をどうやって捉えていくかがとても重要に
なってきています。

磯村社長
平成を通じて、デジタル機器や通信機器の進化が生活者に変

化をもたらしたということですね。自分の価値観やスタイルを
実践する平成時代の若者は、まさにヨーロッパの「自分たちの
生活の為の花」というスタイルを日本にもたらしてくれる人た
ちかもしれませんね。

花と生活者をつなぐことがとても大事なミッション。

－花き業界では、2020年に改正卸売市場法が施行されます。
令和時代の事業環境はいかがでしょうか。

磯村社長
産業界全体でみても、GAFA等の新たなプレーヤーが入って

きています。プラットフォームビジネスが強大な力を持ち、こ
れまでとは違った競争をしなければならない時代になってき
ているのです。
更に、生活者も多様化し、役割が多層化しています。それぞれ

の役割の中で忙しくなっています。都市生活者が世界中でこれ
だけ多くなってくると、渇望するのは自然と文化的な生活で
す。この2つを併せ持ったのが、我々の花き園芸文化でしょう。
忙しい中でリアルなものをみてもらう。これを更にアピールす
ることが課題です。命ある花・緑というコンテンツを、我々卸売
市場のプラットフォームで供給することは競争力が高いと考
えています。

西山社長
今回の改正卸売市場法により、産地に直接アプローチした

り、これまでと違った状況が生まれてきますね。そんな中で重
要なのは、時代に応えるポジションをどう考えるかということ

です。
時代の価値観に気づいてもらうための、「次の時流の文脈」を

作るということですね。

磯村社長
当社は「いかに花と生活者をつなぐか」ということがとても

大事なミッションであり、ポジションだと思いますね。

西山社長
大田花きは、生産者、卸、小売店、生活者に向けて色々なビ

ジョンや花の価値を発信していくポジションを取っていく必
要があると思います。花に対する判断力、生活者が何をみてい
るのか、全体を俯瞰する力が必要です。これまで培ってきた情
報リテラシーが活かされます。

磯村社長
まさにそういうことだろうと思っています。今、当社の核に

なっている価値は、日本で最もフェアな花きの取引所であるこ
とです。東京証券取引所と同じように。生活者が好むものを、業
態別に種苗・生産から小売業までをコーディネートする役割を
担っています。このバリューチェーンを構築することが実は重
要なのです。

－リーディングカンパニーだからこその能力が必要ですね。

磯村社長
我々はそう思っています。産地に出向いて、時代に合わせて

何を作付けしてもらうかをしっかりと伝えていきます。

生活者は、花の体験価値から、「自分アングルの幸せ感
が得られる」ことを見つけて欲しい。

－良い循環を作っていくためには、生活者視点からみていくこ
とが原点かもしれませんね。

西山社長
CtoCサービスやシェアリングが注目され、今は物欲が薄く

なって「コト消費」が強いですね。「体験型」が増えています。何
かを体験させることが、色々なモノを買ってもらう入口になっ
ています。体験により、きっかけをどう伝えていくか。つまり
「きれいな花を買ってください」ではなくて、「花を楽しむ理由」
を伝えていくことが必要です。このように「文脈で伝えていく」
ことが必要です。ブランディングにおいても、ブランド体験を
させて、その価値を理解してもらう。形容詞型から動詞型のブ
ランドに移っています。	

磯村社長
「美しい」から「美しくする」になっているんですね。花って
ね、人を幸せにするために生まれてきたんですよ。生け花やフ
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ラワーアレンジメント教室で使う花の金額は、お葬式で使う花
の金額と実は同じくらいなんです。まだこれだけたくさんある
ということです。今後、ますます期待が持てる状況を作ってい
けると考えています。

西山社長
お稽古事にしても、自分ゴトの文脈の中でどう刺激してあげ
るか。例えば若い人は、旅行についてもいわゆる観光名所では
なく、自分ならではの感動を求めて、それを見つけに行こうと
しています。ネット社会に育っているので、自分ならではの「心
を動かされるアングル」にこだわっています。
「自分のアングル」を持ち始めている彼らは、「見に行く」ので
はなくて、「見つけに行く」のです。

磯村社長
購買に結び付ける考え方をするときに、「何かを見つけさせ
る体験」を考える。花を通して「何が体験出来るか」を伝達する
ことが重要ということですね。

西山社長
奥さんに「ありがとう」と伝えたいからと花束を買いに行く
缶コーヒーのＣＭがあります。店員のお姉さんは「お花屋さん
は笑顔を咲かせるのが仕事です」と。つまり、「お花を売るのが
仕事」とは言ってないんです。花の購買促進のための理由につ
いて、ヒントになる広告だなと思います。

磯村社長
単に美しいということではなくて、「花で幸せです」と。生活
者が何を求めているかを考えると「幸せ感」なんですよね。昭和
の「所有の満足感」から、平成から令和にかけては「自分アング
ルの幸せ感」ですね。花は「自分の幸せ」につながるということ
を伝えたいですね。

一番の快適流通の実現と、仲間の仕事を支えていく
便利な取組みを目指して、市場道を究める。

－磯村社長がいつもおっしゃっている「市場道を究める」という
ことについてはいかがでしょうか。

磯村社長
卸売市場は今までも、これからも社会インフラなんです。道

路に例えると、高速道路や国道、県道、区道まであります。それ
を今、時代の変化と共にふさわしいものとして修復し、快適に、
スムーズに通れるような形にしなくてはいけないんですね。卸
売市場も同じように、整理統合を進めていかなければなりませ
ん。当社は日本で一番の花の快適流通の実現に取組んでいま
す。
一方で、生活者の動向をきちんと踏まえて、当社グループを

利用いただいている、仲間でもある種苗から生産、卸、小売の方
に対して、これからも色々な事業に取組んでいく必要があると
思っています。

西山社長
大田花きグループに、シンクタンクの「大田花き花の生活研

究所」があることが、非常に重要です。しっかりした体制で物事
を考えていることを分かってもらうと、色々と理解が進むと思
いますね。

磯村社長
日本国民が花を通していかに幸せになるかがポイントです

ね。生活者にはそれぞれの価値観や生活スタイルがあります。
そこを的確にセグメント・マーケティングをしていく。それが
当社グループのミッションです。

	 	 	

2020東京オリンピック・パラリンピックのレガシー
として、花き産業を盛り上げていきたい。
生活者一人ひとりがメッセージを込めたブーケを
贈って欲しい。

－さて、トピックスとして2019年の消費税増税と、2020年の
東京オリンピック・パラリンピックがあります。

磯村社長
消費税増税については、花の価値は日持ちの鑑賞コストで考

えると決して高いものではないので、お客様に気付いてもらう
取組みをしていく必要があります。10月からの予定なので、11
月の下旬から年末の本格的な花の需要期がポイントになるで
しょう。

また、来年の東京オリンピック・パラリンピックでは、ビクト
リーブーケや会場装飾に花を使っていただけるようお願いし
ているところです。
日本が“花の国”である証を示さなければならないと思って

いるからです。オリンピックレガシーとして花き産業を盛り上
げていきたいですね。レガシーといっても、この機会に既成概
念を壊すような商品やサービスが生まれ、それをレガシーにし
ても良いと思いますね。
	 	 	

西山社長
そういうレガシー商品の上手いネーミングができるとわか

りやすいですね。サンキューブーケとか、グッドブーケとか。頑
張った人はそれがもらえるとか。それこそ、職場で頑張った女
性にサンキューブーケを渡すような、そんな文化ができるとい
いですね。	 	 	

磯村社長
言葉に出したらちょっと違うとか、浅すぎるとかっていうよ

うなメッセージを“花”に託したいんですよ。花ってそういうも
のだと思っています。それをブーケにしたいですね。例えば病
と闘っている方にも、メッセージを込めてブーケを贈りたいで
すね。そういう風にするのが、今の我々の役目だと思っていま
す。

西山社長
花屋さんも、もっと特徴を持てたら良いですね。そして、大田

花きが世の中にトレンドの風を吹かすことが出来れば、それが
いずれ当たり前の風になっていきますね。

左から
インタビュー司会：（株）パラフ小林央子氏、磯村社長、（株）パラフ西山社長
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　 W e l c o m e  t o  大 田 花 き

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。

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。

OTA花ステーション
2階、3階にそれぞれ約
2,000㎡の保冷庫が整
備され12℃～18℃の
定温・低温で花き類を管
理することができます。
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※2016年3月期より連結財務諸表を作成しております。以前の各数値につきましては、単体の数値を記載しております。

（百万円）

売上高

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

（円）

1株当たり当期純利益

（百万円）

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）

総資産 純資産

16/3 18/3 19/315/3 17/3

16/3 18/3 19/315/3 17/3

16/3 18/3 19/315/3 17/3

16/3 18/3 19/315/3 17/3

27,316

25,616

26,995

25,375 25,468

23.01

29.25

6.05

15.32

6.84

226239

148
117

62
30 3448

77

118

9,280

6,950

4,753 4,676

9,999

4,646 4,662

10,015

4,636

9,985

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

（単位：百万円）

連結貸借対照表 当期末
2019年3月31日

前期末
2018年3月31日

資産の部

　流動資産 4,640 4,566

　固定資産 5,344 5,449

　　有形固定資産 3,657 3,790

　　無形固定資産 48 23

　　投資その他の資産 1,638 1,635

　資産合計 9,985 10,015

負債の部  

　流動負債 2,535 2,236

　固定負債 2,814 3,116

　負債合計 5,349 5,353

純資産の部

　株主資本 4,636 4,662

　　資本金 551 551

　　資本剰余金 402 402

　　利益剰余金 4,032 4,058

　　自己株式 △ 350 △ 350

　純資産合計 4,636 4,662

　負債純資産合計 9,985 10,015

（単位：百万円）

連結損益計算書
当期

2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

前期
2017年4月 1 日から
2018年3月31日まで

売上高 25,468 25,375

売上原価 22,901 22,833

売上総利益 2,567 2,542

販売費及び一般管理費 2,546 2,461

営業利益 20 80

　営業外収益 36 48

　営業外費用 9 10

経常利益 48 118

税金等調整前当期純利益 48 118

法人税、住民税及び事業税 38 52

法人税等調整額 △ 24 △ 12

当期純利益 34 77

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 34 77

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書
当期

2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

前期
2017年4月 1 日から
2018年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 341 738

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36 △ 70

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 401 △ 383

現金及び現金同等物の増減額 △ 96 284

現金及び現金同等物の期首残高 2,442 2,158

現金及び現金同等物の期末残高 2,346 2,442

※  詳細な財務情報は、当社ホームページ「IR情報」をご覧ください。https://otakaki.co.jp/ir_new/

連結業績ハイライト 連結財務諸表（要約）
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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. 当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. 当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』を皆様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活動向上のための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。

●株主分布および出荷者分布

九州・沖縄

四国
中国

近畿 中部 甲信越

関東

東北

北海道

株　主：2019年3月31日現在で、保管振
替機構名義株主および自己株
式を除く

出荷者：2018年4月1日から2019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： 51名

外国　株　　　主： 4名
　　　輸入商社数： 87名

株　主： 8名
出荷者： 242名

株　主： 416名
出荷者： 1,650名

株　主： 22名
出荷者： 263名

株　主： 17名
出荷者： 103名

株　主： 21名
出荷者： 45名

株　主： 85名
出荷者： 67名

株　主： 89名
出荷者： 670名

株　主： 24名
出荷者： 225名

役員

金融機関

個人

国内法人

その他

自己株式

外国法人

合計

所有者区分

（株）大森園芸ホールディングス
東京青果（株）
小杉圭一
（株）大森園芸
柴崎太喜一
大田花き従業員持株会
磯村信夫
（株）都立コーポレーション
野田祐子
（株）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（％）

8

0

652

22

7

1

3

693

684,000

0

1,277,208

3,119,300

6,366

412,326

800

5,500,000

12.44

0.00

23.22

56.71

0.12

7.50

0.01

100.00

持株数（千株） 持株比率（％）

1,640
500
480
400
200
164
160
156
106
105

32.23
9.83
9.43
7.86
3.93
3.24
3.14
3.07
2.08
2.06

●株主構成

●大株主の状況

※		自己株式412,326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（412,326株）を控除して計算しております。

発行可能株式数 20,000,000株
発行済株式の総数 5,500,000株
 （自己株式412,326株を含む。）
株主数 693名

2019年3月31日現在

2019年3月31日現在

2019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
針の重要課題の一つと考え、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。

　本紙『Flower Message』の表紙に使用したのは、島根県オリジナル品種であ
るアジサイ “万華鏡” です。花弁が幾重にも重なりあった可憐な花型と薄い青
色から白色への綺麗なグラデーションは万華鏡の繊細な世界そのものです。

アジサイ“万華鏡”

　昨今、花きマーケットでは野の花ブーケが人気です。そこで一躍人気となっ
たのが、ぺんぺん草などの名前で親しまれるナズナです。いまでは園芸用に
改良された様々な品種が出回り、多くの生花店様に重宝されています。

ナズナを使った花束

株式の状況／利益配分の基本方針
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社長室

内部監査室

営業本部

ロジスティック本部

情報システム本部

管理本部

㈱九州大田花き（花き卸売・問屋業）

㈱大田ウィングス（不動産賃貸業）

花き施設整備㈲（不動産賃貸業）

㈱ディーオーシー（種苗・花き小売業）

㈱とうほくフラワーサポート（花き・関連資材問屋業）

連結子会社

持分法適用関連会社

㈱大田花き花の生活研究所（シンクタンク）

非連結子会社

株式会社大田花き（花き卸売事業）

株　主　総　会

報酬委員会指名委員会 監査委員会

執　行　役　会

取　締　役　会

グ ル ー プ の 概 要

2019年4月1日現在
●商号 株式会社大田花き
●英文商号 Ota	Floriculture	Auction	Co.,	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 1989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 連結206名、単体199名
●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
2019年6月22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

2019年6月22日現在
取締役会会長
（指・報） 磯村　信夫
取締役
（指・報） （※1）中山　俊博
取締役
（指・監） （※1）奥野　義博
取締役
（指・報） （※1）菊田　一郎
取締役
（指・報） （※1）小川　正則			
取締役
（監） （※1）（※2）内田　善昭
取締役
（報・監） 磯村　隆夫
取締役
（指・報） （※1）川田　光太
指：指名委員、　報：報酬委員
監：監査委員
※1	会社法第2条第15号に定める社外取締役
※2	東京証券取引所が定める独立役員

第301号

大森局
承　認

料金受取人払郵便

差出有効期間
2019.6.24〜
2020.6.30

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、ハス市、鬼灯市、盆、お中元2019.07

盆2019.08

重陽の節句、十五夜、敬老の日、秋の彼岸、カボチャ大市2019.09

ハロウィン2019.10

いいマムの日、七五三、いい夫婦の日、ツリー市2019.11

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

2019.12

2020.01

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、大田花きバラ会議

2020.02

桃の節句、ミモザの日、ホワイトデー、卒業式、春の彼岸2020.03

イースター、入学式、花祭り（釈迦）、ガーベラ記念日、
サン・ジョルディの日

2020.04

スズランの日、端午の節句、母の日2020.05

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2020.06

会社情報

13 14


