
【1,000株以上ご所有の株主様】
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」は、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
全国の「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いたします。
【100株以上1,000株未満ご所有の株主様】
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
全国のクオカー
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。
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。
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。



花きの需要を盤石なものにするためには、天候に恵まれる
こと、経済が順調であることが何より重要となります。この
二つが崩れ、食べることにも困るようになると、花きの需要
よりもそちらが優先になってしまうためです。2019年度、特
に年内の第3四半期を振り返ると、度重なる自然の猛威に
よって、生産現場も、消費の現場も大きな影響を受けました。
まず猛暑、そして台風被害は深刻で、屋根が飛ばされたり、人
命の危機があったり、大変な状況下の方々もたくさんいらっ
しゃったことと存じます。また、被害により生産やお店をや
めてしまった方もいるでしょう。そして、台風のダメージは
特に東日本で大きく、どう復興するか、生産を元に戻してい
くかということに専念せざるを得ない状況でした。そのよう
な中で、惜しむべくは東京オリンピックの機運が高まり、国
際的なイベントも沢山あった中で、イベントへの花き需要を
更に進めていくことや、家庭需要でも、日本がトレンドを
作って先端を走る提案等、裾野を広げる努力が足りなかった
ことです。下半期の時点の経済状況や国民の機運では、顕在
化していないだけで潜在需要があったと思っています。

上述したように、生活者の花の文化生活=クオリティオブ
ライフ、行動を低下させるお天気がずっと続いたことが大き
なマイナス要因でありました。ですが、そのような中で、スー
パー等の量販店の花売り場は、実は確実に成長してきており
ます。食品のお買い物のついでに花を買っていく行動が定着
化したのは、2019年度の大きな傾向でした。ただ、マイナス
要因を補うところまでいかなかったのが現状です。

“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

代表執行役社長　磯村 信夫
東京都出身。㈱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。

自然の猛威に振り回された花き業界

2019年度を振り返って 2019年度の期末から
足元（新型コロナウイルス禍）の

需要動向等について

2019年度の期末から続き、2020年度の第1、第2四半期、最
低でもこの半年間は厳しい状態が続くと考えています。しか
し、当社は社会インフラの卸売市場運営会社として、需要に
応えて花きを流通させるため、継続して事業を営んでまいり
ます。花きは生鮮品ですので、その出荷を調整することは大
変難しいのです。生産者様はまさかこんなことになろうとは
思いません。もっと前から種を仕込み栽培をして現在出荷さ
れています。今ある需要は、イベント中止や自宅待機が多い
中で、家庭需要だけです。ですが、この家庭需要に応え、文化
と自然を感じてもらうことのできる花きを供給して、少しで
も国民生活の安寧秩序に、生活空間への彩りや癒しにしても
らいたいと考えています。目先の自社の利益を追い求めるの
ではなく、社会インフラとしてしっかりお役立ちする。生産
者様と一緒になりながら花きを流通させてまいります。

「花よりも他のものが売れる」。そう考えて花からの転作
をお考えになる生産者様もいらっしゃることと存じます。
しかし、時限的な非常時であることを考慮すべきです。新型
コロナ禍だけの「巣ごもり消費」、「輸入品の一時的制限」の
状況です。一方、花の場合は新型コロナとの共存の中で、本

Withコロナの
マーケティングについて

経済全体が世界的な脅威の中で動いており、当たり前のこ
とが当たり前ではなくなります。今まで通りの商売の在り
方ではなく、今後の動きを予測し対応するためのマーケ
ティングを行うことが必要です。景気が回復するのは残念
ながらしばらくかかりますが、これまでも花を買ってくだ
さっていた方々は、今も（シンプルになっているかもしれま
せんが）花のある生活をし続けてくれていると思います。心
強いのは、やはり量販店の花売り場と専門店チェーンです。
これらの家庭需要は、今後も安定するものと考えています。
それ以外の部分、冠婚葬祭や催事、物日に使用する花をどう
するかを、業界全体で取り上げていく必要があります。「売
るサイド」としてではなく、「生活者」として考え、日々の生
活や人生の通過儀礼の中で花を使ってもらう。生活者のそ
れぞれのシーンでの幸せを考え、そこからマーケティング
を行うことを考えています。当然、作付け品目等にも影響し
てきますので、例えば、切花類なら家庭需要に向けての品目
品種の作付け、鉢物ならそれにプラスして鉢の大きさや形
状を変える等、生産者様と需要の仮説を立てて取り組んで
まいります。

T O P  M E S S A G E

トップメッセージ
来の需要水準まで回復した時に完全に供給不足となりま
す。ですから、生産者様におかれましては、今は大変な時で
すが、家庭需要に合わせた規格でコストダウンを図り出荷
する等、できることをお願いしたいと思います。もちろん、
卸売市場だけでなく農業関連団体や業界関係者の方々と一
緒になって考え、お手伝いさせていただきながら、花の供給
を維持してまいりたいと考えています。

生産側は、今は辛抱の時。
転作は良く考えて

コロナ禍においての大田花き
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市場法改正について

本年6月21日、いよいよ卸売市場法の改正が施行されまし
た。これにより、卸売市場の規制が緩和され、一定のルールを
守ったうえで、それぞれの市場で独自に運営できるようにな
ります。国の関与が薄くなる面もありますので、しっかり不
正の無いよう運営する仕組みづくりが必要です。そして、こ
の卸売市場法の改正は、卸売市場は従来型のビジネスではあ
りますが、今までの卸売市場の機能だけでは生き残れないこ
とを示唆しています。今後、産地も小売も大規模化の方向に
向かっており、マイケルポーターの5つの競争要因にも挙げ
られている「売り手」と「買い手」の力が強まります。さらに、
市場法の規制緩和が進み、「新規参入業者」も現れるかもしれ
ません。そのような外的要因が取り巻く卸売市場は、本当の
社会インフラとして機能した市場が生き残る、数の調整局面
に入っているのです。例えば野菜は、ライフスタイルの変化
から、素材そのままの野菜ではなくカット野菜や惣菜等の加
工された商品を購入する人が増えています。花も同様で、一
本一本買うのではなく、買ってきたらすぐ飾れるような花束
需要が多くなっています。また、そのような機能を卸売市場
に求める買参人もいらっしゃいます。従って、さらに需要に
踏み込んだ形で、市場の中で扱う品目の一次加工や二次加
工、あるいは、配送も担ったりする等、市場機能の多様化が求
められているのです。今までの卸売市場で一番良くなかった
のは、「売ってしまったらそこでおしまい」の部分があったこ
とです。卸は仲卸までしか分からないとか、仲卸は量販店ま
でしか分からないといった具合です。本来ならば、生活者が
どんなものを望んでいてどう行動しているか、生活者の役に
立っているか、これがポイントである筈です。そうして初め
て生産者と生活者に役立つ中間流通が存在します。今度の卸
売市場法改正の一番の目的は、卸売市場が生鮮食料品花きの

サプライチェーンの核として、求められる機能をしっかり果
たせるようにすることです。当然、国や地方行政が関与し、社
会インフラとして透明性のある経営も求められます。機能が
あるだけでは駄目で、今まで以上に、その市場の卸売会社の
魅力度は「信頼」と比例するでしょう。当社はその観点から
も、社内文化を築き上げ、財務体制を整え、皆様から負託を得
られるよう一層努めてまいります。Withコロナで経済が新
常態になるその時、花きが皆様の人生の一助になるように、
また、花きの価値と価格のバランスを明確に伝えられるよう
にしてサプライチェーンを構築してまいります。皆様どうぞ
宜しくお願いいたします。

特 集 1

当社は、生活者へ花や緑が身近にある潤い豊かな空間を体感
していただくため、花き業界の様々な関係者と連携して、営業提
案や物流提案、作付けアドバイス等、お取引先様のお役立ちにつ
ながる活動を日夜実践しております。また、特に業界関係者が抱
える課題やお悩みを解消すべく、ソリューションビジネスを最
重点事項と位置づけ、日々の集荷販売とともにお役立ちの精神
で業務に邁進しております。

また、グループ会社と連携して様々な業態や地域でそれぞ
れの文化と融合しながら、川上の生産地から川下の生活者に
至る販売の最前線まで、花き業界のグランドデザインを構築
すべく、地域関係者とコミュニケーションを密に取りながら
力強く推進しております。

志を共にする各地域の業界関係者とアライアンスを組み、
合理性を高め、時には切磋琢磨して好敵手となりながら、社会
文化の拡張を実現してまいりたいと考えております。

営業本部における新執行体制紹介

ソリューションビジネスを展開し、
お役立ちの精神で邁進します。

Withコロナの花き業界と
大田花きグループ

新型コロナウイルスが全世界的に猛威を振るい、日本も同
様にその影響を大きく受けています。花き業界もハレの日の
必需品である花き類が三密を極力避ける要請を受け、結婚式
や葬儀・歓送迎会や卒業式他、大多数のイベントにおける利用
が大きく減少するなど影響を受けています。

一方で、日頃花に触れることの少ない生活者が、花の潜在的

な魅力である癒しや安らぎの力を感じる場面も多く、花に携
わるものすべてが旧態依然の商習慣から、積極的に時流に合
わせた変革の必要性について体感する切っ掛けとなっています。

大田花きグループでは、より一層強力なマーケティングを
展開し、商品開発・営業開発に力を入れながら、各地域の重点
市場・地域一番店・チェーンストア、そして花においても今や
生活者のお買い場となったスーパーマーケットやホームセン
ター等、消費者の購買行動を十分加味したプロモーション戦
略を徹底強化し、花のある暮らしを創造してまいりたいと考
えております。

業界のプラットホームとして出会いの場を提供し、価値や
喜び、癒しや自分らしさを表現できる花や緑、植物を広めてま
いります。

2020年度、大田花きの営業本部新執行体制も何卒宜しくお
願いいたします。

左：執行役 兼 営業本部
　　副本部長　大西　克典

右：執行役 兼 営業本部
　　本部長　淺沼　建夫

中央：執行役専務
　　　萩原　正臣
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特 集 2
商品開発部紹介

このたびの受賞商品の特徴は、優しく自然な雰囲気を保ちつ
つ、空間を捉えるたおやかなラインを描くものや、SNS映えす
るカラートーンのものです。花のトレンドにおいても、SNSの
普及が人気を牽引する重要な要素であることが分かります。

また、これらのヒットを創出したのは、「マーケットで喜ば
れるものを作る」という生産者様の信念と、何十年にも及ぶ

トピックス

Topics

フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2019

当社では、フラワー・オブ・ザ・イヤーOTAという魅力ある
花きをご出荷くださった生産者様を、毎年12月に表彰する制
度を設けています。優れた花きの出荷を奨励すると同時に、
感謝の気持ちをお伝えする機会としています。本賞は2005年
に始まり、2019年に第15回を迎えました。選出はデータによ
る抽出や買参人様の投票など大きく三段階を経ているため、
花き流通商品の評価制度としては極めて客観性の高いものと

いえます。流行の指標づくりにもなっており、その結果を業界
の皆様に参考としていただいています。

結果や表彰式の様子は当社のホームページでご紹介してお
りますので、本年の発表もぜひ楽しみにしていただけると幸
いです。以下にフラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2019の結果
をご紹介いたします。

【品目】

ツツジ類 ドウダンツツジ

【ご出荷者】

株式会社グリーンテック様（福島県）

【品目・品種】

イキシア 「アクアマリン」

【ご出荷者】

高坂園芸様（千葉県）

【品目・品種】

ハイブリッドスターチス 「雲
うん

竜
りゅう

」

【ご出荷者】

JA信州諏訪様（長野県）

【品目・品種】

バラ 「マンゴーリーバ」

【ご出荷者】

前橋バラ組合様（群馬県）

キーワードは「ナチュラル」と「映え」

URL ： https://otakaki.co.jp/flower/

積年のご努力の賜物であることにもご注目いただきたいと
思います。

最優秀賞 優秀賞 特別賞 新商品
奨励賞

トレンド
分析 

商品開発部では、皆様に令和の新時代に相応しい感動や喜
び、楽しさや、健康を連想させる植物、花の商品提供を目指し
てまいります。人々のライフスタイルや嗜好が多様化する中
で、それらにマッチした商品はどのようなものか？　顧客目
線に立ち開発に取り組みます。近年、日本社会を見てみます
と、温暖化による天災の多発、本格的な高齢化社会が到来し、
人々の関心事も自ずと環境エコロジー、健康意識などに集
まっています。そこに、植物や花が大いに暮らしに役立つも
のであると確信し、沢山の豊かな商品提案があるべきだと考
えています。消費の局面では、コト、トキ消費（ECサイトでの
お買い物含む）、シェアリングの傾向が顕著になりつつあり、
販売業態ではコンビニやドラッグストア、ECサイトを利用
したものが伸びています。しかしながら、それぞれの現場を見

ライフスタイルや嗜好に合わせた
新しい感動や喜びを

商品開発の一つの大きなポイントとして、花消費の中心層
が団塊世代から団塊ジュニア、ミレニアル世代へと移り変わ
りつつあり、その世代の違いでかなり、ライフスタイルや消費
志向、購入チャネルが異なり、当然のことながら植物や花に求
めるエッセンスも変わってきています。当商品開発部ではそ
の変化に対応する商品の在り方を見つめ直し、“こういうもの
が欲しかった”と言っていただける様な商品開発を目指しま
す。このような商品の他にも、昨今の花き生産量の減少に伴
い、ニーズの高い季節花の商品供給不足などが顕著となって
いることや、海外輸出で人気を博している商品の不足を踏ま
え、十分な商品供給ができる生産地の育成にも取り組み、お役
立ちを図ってまいります。また、花店、ブーケメーカー、冠婚葬
祭業者皆様向けのPB商品開発や、使用実態にマッチし、作業
効率性や利便性に重点を置いた仕様のスマートフラワー企画
商品の推進も併せて行ってまいります。社会は今、見えないコ
ロナウイルスとの共存を強いられています。まずは、ストレス
多き生活に安らぎをもたらしてくれる植物や花の提案を行い
新常態での商品開発に勤しんでまいります。

Withコロナを見据えて。
新常態での商品開発へ

営業本部　商品開発部　部長　　宍戸　純

てみますと、多彩な販売チャネルに合った植物、花の商品供給
や提案が不十分で、 需給のミスマッチも起こり花の消費の芽
を摘んでいます。
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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
・買出人様で賑わ
います。

事務所
流通量や需要動向を見
極め、生産者様と消費
者様を繋ぎます。

せり場
花きの取引所として東洋
一の規模を誇ります。ス
ピーディーで臨場感あふ
れるせりが行われます。

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。

OTA花ステーション
羽田空港とのアクセスがよく物流拠点
としての利便性は抜群です。
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（百万円）

売上高
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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 19/317/3 20/3

16/3 18/3 19/317/3 20/3

16/3 18/3 19/317/3 20/3
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6.05

15.32
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（単位：百万円）

連結貸借対照表 当期末
2020年3月31日

前期末
2019年3月31日

資産の部

　流動資産 3,522 4,640

　固定資産 5,269 5,344

　　有形固定資産 3,485 3,657

　　無形固定資産 96 48

　　投資その他の資産 1,687 1,638

　資産合計 8,792 9,985

負債の部

　流動負債 1,661 2,535

　固定負債 2,507 2,814

　負債合計 4,168 5,349

純資産の部

　株主資本 4,624 4,636

　　資本金 551 551

　　資本剰余金 402 402

　　利益剰余金 4,020 4,032

　　自己株式 △� 350 △� 350

　純資産合計 4,624 4,636

　負債純資産合計 8,792 9,985

（単位：百万円）

連結損益計算書
当期

2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

前期
2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

売上高 24,906 25,468

売上原価 22,402 22,901

売上総利益 2,503 2,567

販売費及び一般管理費 2,495 2,546

営業利益 8 20

　営業外収益 72 36

　営業外費用 8 9

経常利益 71 48

税金等調整前当期純利益 71 48

法人税、住民税及び事業税 45 38

法人税等調整額 △� 22 △� 24

当期純利益 48 34

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 48 34

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書
当期

2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

前期
2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 87 341

投資活動によるキャッシュ・フロー △� 213 △� 36

財務活動によるキャッシュ・フロー △� 420 △� 401

現金及び現金同等物の増減額 △� 546 △� 96

現金及び現金同等物の期首残高 2,346 2,442

現金及び現金同等物の期末残高 1,799 2,346

※  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：2020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：2019年4月1日から2020年3月31
日までの間に出荷があった出
荷者数

株　主： 15名
出荷者： 51名

外国　株　　　主： 4名
　　　輸入商社数： 76名

株　主： 11名
出荷者： 242名

株　主： 499名
出荷者： 1,527名

株　主： 26名
出荷者： 253名

株　主： 20名
出荷者： 100名

株　主： 24名
出荷者： 41名

株　主： 127名
出荷者： 70名

株　主： 117名
出荷者： 645名

株　主： 25名
出荷者： 210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
（株）南関東花き園芸卸売市場
札幌花き園芸（株）
（株）花満

氏名または名称

株主数（名） 所有株式数（株） 株式数比率（％）

6

0

823

27

8

1

4

869

680,000

0

1,284,013

3,120,600

2,261

412,326

800

5,500,000

12.36

0.00

23.35

56.74

0.04

7.50

0.01

100.00

持株数（千株） 持株比率（％）

1,640
500
480
400
199
160
160
156
105
100
100

32.23
9.82
9.43
7.86
3.91
3.15
3.14
3.06
2.06
1.96
1.96

●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� 869名

2020年3月31日現在

2020年3月31日現在

2020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10円としております。
　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、配当の決定機関は取締役会であります。

　本紙の表紙でご紹介したヒマワリは、花弁が白みがかった大変珍しい品種で
す。英国で開発され、2018年ごろから日本でも流通するようになりました。
　上のポストカードは、ジャムやリカーの小瓶をランダムに並べ、気の向くま
まにホワイトナイトを季節の花とともに挿しました。トレーや敷き詰めたカラー
サンドは100円ショップでそろえたもの。身の回りにあるものを活用し、花のあ
る明るい生活を楽しんでいただくひとつのご提案です。

ヒマワリ　F1プロカット ホワイトナイト

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

2020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198名、単体189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
2020年6月27日現在

代表執行役社長 磯村　信夫
執行役副社長 小杉　圭一
執行役専務 萩原　正臣
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
情報システム本部長 平野　俊雄
執行役
社長室長 加藤　了嗣
執行役
営業本部副本部長 大西　克典

2020年6月27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

336

大森局
承　認

料金受取人払郵便

差出有効期間
2021年6月30日

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2020.07

盆2020.08

重陽の節句（菊の節句）、敬老の日、秋の彼岸、カボチャ大市2020.09

十五夜、ハロウィン2020.10

いいマムの日、七五三、いい夫婦の日、ツリー市2020.11

松市、ダズンローズデー、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

2020.12

2021.01

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

2021.02

桃の節句、ミモザの日、ホワイトデー、卒業式、春の彼岸2021.03

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

2021.04

スズランの日、端午の節句、母の日2021.05

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2021.06

会社情報
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