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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 24,906 △2.2 8 △59.9 71 48.7 48 40.2

2019年3月期 25,468 0.4 20 △74.1 48 △59.1 34 △55.3

（注）包括利益 2020年3月期 48百万円 （40.2％） 2019年3月期 34百万円 （△55.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年3月期 9.59 ― 1.1 0.8 0.0

2019年3月期 6.84 ― 0.7 0.5 0.1

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 7百万円 2019年3月期 5百万円

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期 8,792 4,624 52.6 908.91

2019年3月期 9,985 4,636 46.4 911.32

（参考） 自己資本 2020年3月期 4,624百万円 2019年3月期 4,636百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年3月期 87 △213 △420 1,799

2019年3月期 341 △36 △401 2,346

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 61 175.4 1.3

2020年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 50 104.3 1.1

2021年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

(注)2021年３月期の配当予想は未定とさせていただきます。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

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 21,212 △14.8 △327 ― △327 ― △335 ― △65.85



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期 5,500,000 株 2019年3月期 5,500,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 412,326 株 2019年3月期 412,326 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 5,087,674 株 2019年3月期 5,087,674 株

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 23,978 △2.6 △44 ― 50 42.3 34 △31.2

2019年3月期 24,605 0.1 △25 ― 35 △68.5 50 △34.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2020年3月期 6.78 ―

2019年3月期 9.85 ―

(2) 個別財政状態

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

2020年3月期 8,731 4,796 54.9 942.74

2019年3月期 9,951 4,822 48.5 947.96

（参考） 自己資本 2020年3月期 4,796百万円 2019年3月期 4,822百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及

び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P．３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

 

(1）当期の経営成績の概況

 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移していたもの

の、2019年10月には消費税増税により個人消費は落ち込み、2020年に入ると新型コロナウイルスの世界的な感染拡

大の影響により経済活動は抑制され急激に悪化し、予断を許さない状況です。

 花き業界はクリスマス・正月需要の12月と卒業式・春彼岸需要の３月が最大の需要期です。2020年の正月は令和

初めての正月という事もあり、松・千両をはじめ堅調市況が続いたものの、消費税増税のあおりを受け消費は弱く

12月の売上は伸び悩みました。３月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で卒業式や歓送迎会、イベント等の中

止・延期が相次ぎ、全国的な経済活動自粛の中、花きの流通量は激減し売上は大幅に減少しました。

 このような状況の中、経済的成果には表れなかったものの、産地や花店チェーン会社、ブーケメーカー、量販店

と協働する機会を増やして結びつきを深め、事業の足場をしっかり固めてまいりました。

 厳しい環境の続く花き業界ですが、高まる家庭需要や多様化するニーズに応えるべく、そしてステークホルダー

の皆様の負託に応えるべく前進してまいります。

 

 このような結果、当連結会計年度の業績は、売上高24,906,260千円（前年同期比2.2％減）、営業利益8,357千円

（同59.9％減）、経常利益は71,847千円（同48.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は48,802千円（同

40.2％増）となりました。

 

 なお、当社グループは花き卸売事業単一セグメントであるため、セグメント別の記載は行っておりません。 

 

(2）当期の財政状態の概況

 当連結会計年度末における資産合計は8,792,422千円となりました。

 流動資産は前連結会計年度末に比べ1,118,025千円減少し3,522,674千円、固定資産は前連結会計年度末に比べ

75,108千円減少し5,269,747千円となりました。

 流動資産の主な内訳は、現金及び預金1,801,740千円、売掛金1,584,526千円、固定資産の主な内訳は建物及び構

築物2,952,408千円です。

 当連結会計年度末における負債合計は4,168,193千円となりました。

 流動負債は前連結会計年度末に比べ873,902千円減少し1,661,159千円、固定負債は前連結会計年度末に比べ

306,981千円減少し2,507,034千円となりました。

 流動負債の主な内訳は、受託販売未払金1,002,506千円、固定負債の主な内訳は長期借入金1,618,470千円です。

 純資産は前連結会計年度末に比べ12,249千円減少し4,624,228千円となりました。これは剰余金の配当61,052千

円、親会社株主に帰属する当期純利益48,802千円の計上によるものです。

 

(3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して

546,638千円減少し1,799,740千円となっております。

 当連結会計年度末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。

 

 営業活動の結果得られた資金は、87,161千円（前年同期は341,352千円の増加）となりました。主な増加要因

は、売上債権の減少614,666千円、減価償却費285,364千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少832,688千円

によるものです。

 

 投資活動の結果使用した資金は、213,394千円（前年同期は36,272千円の使用）となりました。主な減少要因は

貸付けによる支出91,400千円、有形固定資産の取得による支出82,625千円、投資有価証券の取得による支出61,008

千円、無形固定資産の取得による支出60,826千円であり、増加要因は貸付金の回収による収入84,315千円によるも

のです。

 

 財務活動の結果使用した資金は、420,406千円（前年同期は401,327千円の使用）となりました。これは主に長期

借入金の返済による支出340,792千円、配当金の支払額60,836千円によるものです。
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(4）今後の見通し 

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で国内景気は更なる下振れリスクが懸念され、花き業界にとっても厳しい

経営環境となることが予想されます。

 現下、コロナウイルス感染拡大の収束時期の予想は困難ですが、感染拡大の収束時期を2020年９月末と仮定し、

これまで顕在化している業績への影響を考慮すると上半期の売上は前年同期比80％、下半期の売上は前年同期比

90％程度を見込んでおります。

 このような経営環境の中、翌連結会計年度（2021年3月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高21,212百

万円、営業利益▲327百万円、経常利益▲327百万円、親会社株主に帰属する当期純利益▲335百万円を予想してお

ります。

 尚、当社グループは社員の安全と健康を最大限確保した上で、花き流通の社会的役割を果たすべく事業の継続に

努めてまいります。

 また、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

 なお、今後につきましては、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会計基準の適用動向等を踏まえ、国

際会計基準の適用について検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,348,379 1,801,740 

売掛金 2,198,444 1,584,526 

商品 998 741 

短期貸付金 112,124 119,807 

その他 33,723 68,829 

貸倒引当金 △52,970 △52,970 

流動資産合計 4,640,700 3,522,674 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,079,669 4,079,669 

減価償却累計額 △987,794 △1,127,261 

建物及び構築物（純額） 3,091,874 2,952,408 

機械装置及び運搬具 9,263 9,263 

減価償却累計額 △9,263 △9,263 

機械装置及び運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 2,018,074 1,966,976 

減価償却累計額 △1,595,927 △1,569,946 

工具、器具及び備品（純額） 422,146 397,030 

土地 87,752 87,752 

リース資産 100,625 96,746 

減価償却累計額 △44,493 △48,571 

リース資産（純額） 56,132 48,175 

有形固定資産合計 3,657,906 3,485,366 

無形固定資産    

ソフトウエア 44,430 92,618 

電話加入権 4,265 4,265 

無形固定資産合計 48,695 96,884 

投資その他の資産    

投資有価証券 650,578 711,926 

長期貸付金 303,835 302,049 

破産更生債権等 6,864 6,828 

長期前払費用 93,202 68,282 

繰延税金資産 136,960 155,317 

保険積立金 396,466 411,938 

その他 62,209 61,990 

貸倒引当金 △11,864 △30,836 

投資その他の資産合計 1,638,253 1,687,496 

固定資産合計 5,344,855 5,269,747 

資産合計 9,985,556 8,792,422 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

受託販売未払金 1,843,679 1,002,506 

買掛金 65,039 76,640 

1年内返済予定の長期借入金 340,792 323,808 

リース債務 17,385 16,694 

未払金 89,796 48,896 

未払法人税等 22,688 39,944 

未払消費税等 23,694 41,995 

賞与引当金 17,200 16,500 

その他 114,786 94,173 

流動負債合計 2,535,061 1,661,159 

固定負債    

長期借入金 1,942,278 1,618,470 

リース債務 38,976 32,849 

繰延税金負債 35,047 30,681 

退職給付に係る負債 353,882 389,099 

資産除去債務 137,951 139,703 

預り保証金 216,280 206,630 

長期未払金 89,600 89,600 

固定負債合計 2,814,015 2,507,034 

負債合計 5,349,077 4,168,193 

純資産の部    

株主資本    

資本金 551,500 551,500 

資本剰余金 402,866 402,866 

利益剰余金 4,032,651 4,020,401 

自己株式 △350,539 △350,539 

株主資本合計 4,636,478 4,624,228 

純資産合計 4,636,478 4,624,228 

負債純資産合計 9,985,556 8,792,422 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

    (単位：千円) 

 
 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高 25,468,235 24,906,260 

売上原価 22,901,135 22,402,837 

売上総利益 2,567,099 2,503,423 

販売費及び一般管理費    

給料及び手当 1,139,021 1,151,243 

賞与引当金繰入額 17,200 16,500 

退職給付費用 75,691 81,057 

減価償却費 294,187 287,116 

貸倒引当金繰入額 57,934 18,972 

その他 962,198 940,176 

販売費及び一般管理費合計 2,546,233 2,495,066 

営業利益 20,865 8,357 

営業外収益    

受取利息 4,642 4,592 

受取配当金 6,878 7,738 

持分法による投資利益 5,411 7,570 

設備投資に対する補助金収入 － 26,876 

その他 20,043 25,230 

営業外収益合計 36,974 72,008 

営業外費用    

支払利息 9,535 8,290 

その他 － 228 

営業外費用合計 9,535 8,518 

経常利益 48,305 71,847 

税金等調整前当期純利益 48,305 71,847 

法人税、住民税及び事業税 38,423 45,768 

法人税等調整額 △24,927 △22,723 

法人税等合計 13,495 23,044 

当期純利益 34,810 48,802 

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 34,810 48,802 
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（連結包括利益計算書）

    (単位：千円) 

 
 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益 34,810 48,802 

包括利益 34,810 48,802 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 34,810 48,802 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

    (単位：千円) 

 
 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 48,305 71,847 

減価償却費 292,457 285,364 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,800 △700 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 24,111 35,217 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,934 18,972 

受取利息及び受取配当金 △11,520 △12,330 

支払利息 9,535 8,290 

持分法による投資損益（△は益） △5,411 △7,570 

売上債権の増減額（△は増加） △297,314 614,666 

たな卸資産の増減額（△は増加） △364 257 

仕入債務の増減額（△は減少） 336,326 △832,688 

未収入金の増減額（△は増加） 476 △26,191 

未払費用の増減額（△は減少） △269 △2,022 

未払金の増減額（△は減少） △6,772 △19,354 

未払又は未収消費税等の増減額 △16,209 19,653 

その他 △25,368 △51,200 

小計 400,116 102,210 

利息及び配当金の受取額 18,958 20,630 

利息の支払額 △9,617 △8,898 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △68,106 △26,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー 341,352 87,161 

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 △70,861 △82,625 

無形固定資産の取得による支出 △40,155 △60,826 

投資有価証券の取得による支出 － △61,008 

長期前払費用の取得による支出 － △1,850 

貸付けによる支出 △78,500 △91,400 

貸付金の回収による収入 53,244 84,315 

出資金の払戻による収入 100,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,272 △213,394 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △323,808 △340,792 

配当金の支払額 △60,879 △60,836 

リース債務の返済による支出 △16,640 △18,777 

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,327 △420,406 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,247 △546,638 

現金及び現金同等物の期首残高 2,442,627 2,346,379 

現金及び現金同等物の期末残高 2,346,379 1,799,740 
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 
当事業年度 

(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,118,578 1,635,636 

売掛金 2,169,735 1,550,679 

前渡金 228 46 

前払費用 34,881 35,697 

短期貸付金 223,580 232,281 

その他 5,497 36,981 

貸倒引当金 △52,970 △52,970 

流動資産合計 4,499,530 3,438,353 

固定資産    

有形固定資産    

建物 617,310 617,310 

減価償却累計額 △531,601 △538,347 

建物（純額） 85,708 78,963 

構築物 39,419 39,419 

減価償却累計額 △39,257 △39,307 

構築物（純額） 162 111 

機械及び装置 8,725 8,725 

減価償却累計額 △8,725 △8,725 

機械及び装置（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 2,017,557 1,966,460 

減価償却累計額 △1,595,478 △1,569,489 

工具、器具及び備品（純額） 422,078 396,970 

土地 87,752 87,752 

リース資産 94,846 91,009 

減価償却累計額 △43,976 △47,053 

リース資産（純額） 50,870 43,955 

有形固定資産合計 646,571 607,753 

無形固定資産    

ソフトウエア 44,430 92,618 

電話加入権 4,265 4,265 

無形固定資産合計 48,695 96,884 

投資その他の資産    

投資有価証券 372,810 433,819 

関係会社株式 533,735 533,735 

出資金 600 600 

長期貸付金 3,285,283 3,060,585 

破産更生債権等 6,864 6,828 

長期前払費用 24,444 5,427 

繰延税金資産 136,805 155,317 

開設者預託保証金 8,000 8,000 

保険積立金 396,466 411,938 

その他 14,768 14,548 

貸倒引当金 △11,864 △30,836 

投資損失引当金 △11,600 △11,600 

投資その他の資産合計 4,756,313 4,588,363 

固定資産合計 5,451,580 5,293,001 

資産合計 9,951,111 8,731,354 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 
当事業年度 

(2020年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

受託販売未払金 1,854,277 1,004,515 

買掛金 31,222 43,471 

1年内返済予定の長期借入金 340,792 323,808 

リース債務 15,919 15,259 

未払金 86,203 44,889 

未払費用 61,205 58,574 

未払法人税等 18,700 32,400 

未払消費税等 16,818 32,534 

前受金 1,077 1,777 

預り金 42,041 29,305 

前受収益 2,561 2,456 

賞与引当金 17,200 16,500 

その他 7,561 1,625 

流動負債合計 2,495,580 1,607,119 

固定負債    

長期借入金 1,942,278 1,618,470 

リース債務 34,759 29,721 

退職給付引当金 353,882 389,099 

預り保証金 212,080 200,980 

長期未払金 89,600 89,600 

固定負債合計 2,632,599 2,327,870 

負債合計 5,128,180 3,934,990 

純資産の部    

株主資本    

資本金 551,500 551,500 

資本剰余金    

資本準備金 389,450 389,450 

その他資本剰余金 13,416 13,416 

資本剰余金合計 402,866 402,866 

利益剰余金    

利益準備金 30,125 30,125 

その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金 5,895 2,947 

別途積立金 4,075,000 4,075,000 

繰越利益剰余金 108,083 84,464 

利益剰余金合計 4,219,103 4,192,536 

自己株式 △350,539 △350,539 

株主資本合計 4,822,930 4,796,363 

純資産合計 4,822,930 4,796,363 

負債純資産合計 9,951,111 8,731,354 
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（２）損益計算書

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当事業年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高    

受託品売上高 24,060,791 23,349,874 

買付品売上高 383,378 462,486 

付帯業務料 161,780 165,857 

売上高合計 24,605,950 23,978,218 

売上原価    

受託品売上原価 21,758,877 21,119,068 

買付品売上原価 363,924 436,350 

売上原価合計 22,122,801 21,555,419 

売上総利益 2,483,148 2,422,799 

販売費及び一般管理費    

給料及び手当 1,104,712 1,116,048 

賞与引当金繰入額 17,200 16,500 

退職給付費用 75,591 81,057 

福利厚生費 178,963 180,606 

派遣料 12,964 12,899 

売上高割使用料 61,110 59,645 

面積割使用料 82,381 82,382 

出荷奨励金 25,512 25,766 

減価償却費 148,964 146,006 

地代家賃 352,339 350,322 

貸倒引当金繰入額 57,934 18,972 

その他 391,235 377,241 

販売費及び一般管理費合計 2,508,911 2,467,449 

営業損失（△） △25,762 △44,649 

営業外収益    

受取利息 36,175 34,614 

受取配当金 14,378 15,988 

設備投資に対する補助金収入 － 26,876 

その他 20,445 26,334 

営業外収益合計 70,999 103,813 

営業外費用    

支払利息 9,535 8,290 

その他 119 228 

営業外費用合計 9,654 8,518 

経常利益 35,582 50,645 

特別利益    

投資損失引当金戻入額 26,000 - 

特別利益合計 26,000 - 

税引前当期純利益 61,582 50,645 

法人税、住民税及び事業税 31,317 34,672 

法人税等調整額 △19,854 △18,512 

法人税等合計 11,463 16,160 

当期純利益 50,118 34,485 
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