


人生の通過儀式である冠婚葬祭、広い会場でお客様をおも
てなしするイベント等、生活文化に根差した場で、上位等階
級の花材を使った素晴らしい花使いが行われてきました。し
かし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密を避け
ることが一番の課題となり、これらの業務需要が激減しまし
た。さらに、生け花やフラワーアレンジメント等の教室も、休
まざるを得ない状況に陥り、伝統文化に根差した花の需要が
減少しました。コロナ禍で、花き業界全体が、このような厳し
い状況に直面したのです。

花き業界にもDXが求められています。購入いただく生活
者に、誰がどんな環境で作ったかといった生産情報が伝わ
るような仕組みづくりをしなければなりません。また、どこ
でどういった属性の人が購入したかを生産者にフィード
バックし、次期作付けや今後の方向性に役立ててもらう。こ
の双方向の情報共有が、今後はより欠かせません。そして、
生産から流通、小売までがワンチームとなり、アパレル業界
で言われる「SPA（製造小売）」のような、一気通貫の生産、流
通、販売を行うことで、無駄がなく、的確に生活者のニーズ
に応えられる仕組みづくりを、DX化も含めて進めていく必
要があります。

T O P  M E S S A G E

コロナ禍で需要を大きく落としたカテゴリー

花き業界もデジタルの時代へ

さて、コロナ禍で新たな家庭需要の芽が育ってきました。
しかし、今まで、人が集まる場で綺麗に飾り付けされていた
上位等階級品が家庭需要にシフトすると、単価が下がってし
まいます。個人にとっては買い求めやすくなりますが、生産
者にとっては、採算が合わなくなってしまいます。廃業や、青
果や果物への転作を選択する方も多くいらっしゃいました。
さらに、国内生産の減少だけでなく、コロナ禍で航空便が減
り、海外産の供給自体も少ない現状です。これは2021年も続
くとみてよいでしょう。生産者は、今まで通り作っていると、

「オーバースペック」と言われてしまう場面もあります。個人
消費の需要増加は明確ですので、ここに合わせた生産を行っ
ていかなければなりません。従って、卸売会社である当社は、
産地と一緒になって新しい需要に合ったものを企画し、生産
してもらうとともに、新しい生産者を募ることをやっていき
たいと考えています。

家庭需要に合わせた規格を作る

花飾りが増えた10代、20代は「ミレニアル世代」や「Ｚ世
代」と言われる人たちで、ＳDGｓのような環境問題への意識
が高い世代です。出来るだけシンプルにナチュラルに生き
る、自然豊かな環境で過ごしたいと願う、そして「倫理的消
費」を好みます。例えば、「ロスフラワー」が販売された時も、

「無駄にしないために」と受け止めて購入してくれる人も多
くいました。若い方の花飾りの芽が顕在化しましたが、それ
でも金額的に多い訳ではありません。実際に購入してくれる
のは、まだまだ団塊の世代、団塊ジュニア世代が圧倒的です。
しかし、未来を担う世代の「これが良い」と思うその思考や好
み等が、上の世代まで大きく影響していくのです。

ミレニアル世代、Z世代の価値観が
世界に影響を与えている

現在、世界の人口の半分以上が都市部で生活しています。
今まで周りに自然がなくとも、郊外に行けば自然を楽しめ
ました。しかし、ステイホームにより、家の中あるいはベラ
ンダや庭先にグリーンが欲しいと感じる人が増えました。
このように、花と緑が必要とされる中で、当社は2020年12
月、「勉強会–共同仕入機構–日本地域文化振興協議会」を、各
地域の花き卸売会社12社とともに結成いたしました。日本
は全国に花の生産地がありますが、その輸送を担うドライ
バーの労働問題や輸送コスト上昇等の物流事情も影響し、
産地の出荷先はそれらを含めて収支の合う近隣市場、大消
費地の市場に出荷する傾向があります。日本全国の地域の
皆さまに、地域独特の花文化を楽しんでもらうためには、各
地域の花き卸売会社が必要な花きを供給していく必要があ
ります。そのために、本勉強会では、全農県本部・系統農協の
方々や生産者とも話し合いながら、どうしたら地方まで必
要な花を供給していけるかを検討して参ります。また、勉強
会メンバーの各卸売会社は、各地域での花き生産振興を
行って参ります。

「勉強会 -共同仕入機構-
日本地域文化振興協議会」 始動

“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、日本花き振興協議会会長、（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。

2020年度
失った取引と改めて得られた花きトレンド

取り巻く環境が予測不能な時代。
どのように対応していくか

大田花きの取組み 1

その一方で、花の価値が見出された側面もあります。緊急
事態宣言下の2020年4～5月、2021年１～2月では、例年の
売上を下回るものでしたが、それ以外の月は、例年と比べて
も遜色ない売上を維持することが出来ました。これは、業務
需要は縮小しましたが、ステイホームで、自分のために飾る
花を購入する生活者が増えたためです。また、実家に帰れな
い母の日に、気持ちを届けるものとしても重宝されました

（花き業界では『母の月』として、5月いっぱい、お母さんへ感
謝を伝え、花を贈ることを提案）。花の持つ効用、そしてメッ
セージ性を、普段、花を購入していなかった生活者も発見し
たのです。ステイホームで遠くへ行けないから地元を散歩す
ると、「あれ、この公園にこんな植物があったのね」と、こぼれ
咲く花を見つけ感動します。これと同じ様に、家の中でも自
然の感動を求めるようになりました。今まで、花のお客様は
どうしても団塊の世代以上が中心になりがちでしたが、
2020年は、特に10代、20代の若い方の間で花を家に飾る人

その中でも見出された花の価値

が大幅に増えました。自分が欲しているものですから、「マイ
フラワー」ですね。こうした家庭需要が本格化した１年でした。
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2020年6月21日、卸売市場法が改正され、卸売市場が生鮮
品等の重要な流通経路であると役割が明確になりました。そ
こで大田花きでは、その機能を更に磨き、新たな付加価値を提
供することでお客様のお役立ちを目指すべく、『商事部』を立
ち上げました。

『商事部』では、花や緑に付帯するサービスを通して、生活の
あらゆるシーンで自然を感じ、華やいだ日常を送っていただ
きたい。このコンセプトから、

生産者や生花店のお役に立つ
◦  花を買うなら素敵な花瓶と一緒に購入してもらってはい

かがだろうか。
◦  地域一番店を生活者の皆さまに知ってもらう術はないだ

ろうか。

今まで花や緑は、専門店、業務店、食品スーパーやホーム
センター他、セレクトショップの雑貨屋等で扱う程度でし
た。それが、個人消費が顕在化した2020年、ユニクロさんや
無印良品さん、ブックオフさんでも取り扱うようになった
ことでも分かる通り、今後、より多くの業界で花を扱うこと
になるでしょう。当社では、多岐にわたる販売チャネル、よ
り一層細かくなっているニーズを明確に把握し、それぞれ
に合わせた取組みを行って参ります。また、花は多種多様に
ありますから、毎週新しいものを提案することが出来ます。
卸売市場は、産地に向いている卸と、小売に向いている仲
卸、特に中央卸売市場の場合には、卸・仲卸が組んで卸売市
場を形成しています。さらに、当社の営業の中にも産地に向
いている部署と、小売に向いている部署があります。両者が
機能することで、多彩なチャネルに合わせてマッチングを
行い、必要な花を供給していくことが出来るのです。

花を飾ることによるストレス緩和や癒し効果が、科学的に
証明されています。現に、私も自宅の洗面所に花を飾ってい
ますが、交感神経と副交感神経のバランスを取り、感情をコ
ントロール出来るような、平常心でいられる“のりしろ”が、
絶対的に広がるように感じます。ぜひとも皆さま、身近な場
所に花を飾ってください。蕾が咲いてきたり、曲がって変な
伸び方の枝があったりといった花の様子に、生き物に対す
る愛おしさが溢れてきます。命短い植物に、我々は教えても
らうことが沢山あります。

株主、花好きの方へメッセージ

本年、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
が開催されますが、花き業界では、メダリストへビクトリー
ブーケを届けようと奮闘しています。　ビクトリーブーケ
は、本当なら、大会に出た人全員にプレゼントしたいくらい
です。スポーツだけでなく、どんな分野でも、どんなことで
も、「やる」と決めてスタートラインに立ち、挑戦し続けた
人、努力し続けた人へ、ビクトリーブーケを賞賛の気持ちを
込めて贈る。そんな習慣が日本で根付くと良いと思ってお
ります。

花をスタートラインに立ち続ける人々へ
贈りたい。需要に合わせた提案を

◦  生産者の生産環境が改善するアイテムをご提案出来ないだ
ろうか。　

◦  心安らぐ花や緑を身近なものに感じてもらえる取組みは他
にないだろうか。

◦  生活者の皆さまが、花や緑で心地よく生活出来るお手伝いは
出来ないだろうか。

上記のような目線で、花瓶や鉢物の提案、また、生産シーンにお
いては労働負荷軽減対策、土壌改良剤の提案まで手掛けるなど、
時流に合わせて求められるアイテムやサービスを適宜提供して
いけるよう尽力しております。更に、旬なお花や産地情報、また最
新トレンド等をホームページやSNSを用いて発信していくこと
で、生活者の皆さまに季節感を感じていただき、お近くのお花屋
さんへ立ち寄る動機付けにも寄与出来るよう注力しております。

『商事部』では今後、ネットでの提案
を通したロングテール・ビジネスへ注
力するとともに、卸売市場流通すなわ
ちリアル・チャネルとの融合を目指し、
生産者の皆さまに更にやりがいをもっ
て、高品質で価値ある花や緑を生産い
ただくこと、また、生活者が必要な時に
欲しい花と緑を手に出来ること、この
環境構築を、生花店含めたステークホ
ルダー（業界関係者はもちろん、すべて
の業種対象）と取組みながら、実現に向
けて尽力してまいります。

商事部設立について

商事部の今後

大田花きの取組み 2
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この度受賞された品種の共通点として、青みを帯びた色合
い、そして新鮮でありながらもどこか風化した雰囲気のあるア
ンティークな質感が挙げられます。タイムレスな雰囲気は変わ
らぬ信頼と安定を象徴し、また、ほかの色を引き立てる青みは、
全体を生き生きと明るくする効果があり、希望の光を感じるこ
とができます。

2020年は、感染症拡大の懸念から自宅で過ごす時間が増え、

フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2020
当社では、優れた花きの出荷を奨励し、より一層の品質向上

を促すことを目的としたフラワー・オブ・ザ・イヤーOTAとい
う表彰制度を設けています。魅力ある花きをご出荷くださった
生産者さまを表彰させていただきつつ、感謝の気持ちをお伝え
する機会としています。コロナ禍にあり第16回を迎えた2020
年には、初めて表彰式をリモート形式で執り行い、生産者さま
からのビデオメッセージとともに買参人の皆さまにご紹介い

たしました。国内外の生産者さまから届くお声や生産現場の様
子はとても新鮮で、花きがどのような様子で生産されているの
か大変興味深いものでした。

以下に2020年の結果をまとめましたが、詳細は当社のホー
ムページでもご覧いただけます。2021年も引き続きフラワー・
オブ・ザ・イヤーOTAを開催してまいりたいと思いますので、
楽しみにしていただけると幸いです。

【品目・品種】

アスター 
「マッシュラベンダー」
【ご出荷者】
JA香川県 三豊花卉部会様（香川県）

【品目・品種】

バラ
「ヴァーズ」
【ご出荷者】
遠州夢咲農協
やぎバラ育種農園様（静岡県）

【品目・品種】

スターチス
「シンジーシルバー」
【ご出荷者】
紀州農業協同組合様（和歌山県）

【品目・品種】

ネイティブフラワー
「グレビリアゴールド」
（イスラエル産）
【ご出荷者】
株式会社ワイエムエス様（大阪府）

キーワードは「青み」と「アンティーク感」

URL ： https://otakaki.co.jp/flower/

住宅環境を整えるニーズが高まったことに伴い、花や緑への渇
望、また安定と希望への思いとあいまって、このようなトレン
ドが生まれたと思われます。

詳細はこちらでご覧ください。

トレンド分析 

当社は、地球規模の課題解決に向けて国連が掲げる国際目標
「SDGs（持続可能な開発目標 ： Sustainable Development 
Goals）」に賛同します。

◦社会・環境にも配慮した、花と緑の物流・サービスを提供します。
◦花と緑のある生活文化を支え、人々のクオリティ・オブ・ライフ

向上に尽くします。
◦花き生産技術・風土の持続的な発展に貢献します。
◦花き業界全体および地域社会の繁栄のために、公平・公正な経

営を行います。
◦全社員が互いに個性と多様性を尊重し、自己の成長機会を得

られる職場にします。

当社のSDGsへの取組み

当社のSDGsへの取組みとビジョン

当社のSDGs重点目標項目

花育活動の実施

女性の活躍および全社員の職業生活と家庭
生活との両立に資する雇用環境の整備

働きがいのある職場環境の整備

都市部の良好なつながりを支援

廃棄物削減とサプライチェーンにおけるロ
スの減少

自然災害に対する強靭性強化と、気候変動
対策の戦略化

バリューチェーンへのアクセス拡大

最優秀賞 優秀賞 新商品奨励
賞

Topics

新商品奨励
賞
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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
者様をつなぎます。

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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（単位：百万円）

連結貸借対照表 当期末
2021年3月31日

前期末
2020年3月31日

資産の部

　流動資産 3,897 3,522

　固定資産 5,016 5,269

　　有形固定資産 3,289 3,485

　　無形固定資産 112 96

　　投資その他の資産 1,614 1,687

　資産合計 8,914 8,792

負債の部

　流動負債 2,145 1,661

　固定負債 2,201 2,507

　負債合計 4,347 4,168

純資産の部

　株主資本 4,566 4,624

　　資本金 551 551

　　資本剰余金 402 402

　　利益剰余金 3,963 4,020

　　自己株式 △� 350 △� 350

　純資産合計 4,566 4,624

　負債純資産合計 8,914 8,792

（単位：百万円）

連結損益計算書
当期

2020年4月 1 日から
2021年3月31日まで

前期
2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

売上高 23,919 24,906

売上原価 21,535 22,402

売上総利益 2,383 2,503

販売費及び一般管理費 2,419 2,495

営業利益 △� 35 8

　営業外収益 60 72

　営業外費用 6 8

経常利益 18 71

税金等調整前当期純利益 18 71

法人税、住民税及び事業税 38 45

法人税等調整額 △� 13 △� 22

当期純利益 △� 6 48

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 △� 6 48

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書
当期

2020年4月 1 日から
2021年3月31日まで

前期
2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 214 87

投資活動によるキャッシュ・フロー △� 29 △� 213

財務活動によるキャッシュ・フロー △� 391 △� 420

現金及び現金同等物の増減額 △� 206 △� 546

現金及び現金同等物の期首残高 1,799 2,346

現金及び現金同等物の期末残高 1,593 1,799

※  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）

9 10



『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.   株主さまにお尋ねします。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. 今年の『表紙の花』の印象を教えてください。

Q4.下記の中で聞いたことがあるものを教えてください。（複数回答可）
　a．母の月
　b．フラワーバレンタイン
　c．ビタミンF
　d．ENJOY	HOME	with	FLOWERS

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：2021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：2020年4月1日から2021年3月31
日までの間に出荷があった出
荷者数

株　主： 24名
出荷者： 39名

外国　株　　　主： 4名
　　　輸入商社数： 67名

株　主： 19名
出荷者： 241名

株　主： 569名
出荷者： 1,409名

株　主： 30名
出荷者： 232名

株　主： 21名
出荷者： 90名

株　主： 40名
出荷者： 35名

株　主： 145名
出荷者： 80名

株　主： 114名
出荷者： 595名

株　主： 26名
出荷者： 193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（％）

7

0

944

30

8

1

3

993

681,000

0

1,270,351

3,131,600

4,023

412,326

700

5,500,000

12.38

0.00

23.10

56.94

0.07

7.50

0.01

100.00

持株数（千株） 持株比率（％）

1,640
500
480
400
191
168
160
156
105
100
100

32.23
9.82
9.43
7.86
3.75
3.30
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� 993名

2021年3月31日現在

2021年3月31日現在

2021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、株主の皆さま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。

本紙の表紙のリューココリーネは、南米チリを原産地としたヒガンバナ科の球
根植物。日本へは1980年代にオランダから輸入され、育種と切花栽培が始まり
ました。切花では主に11月から4月にかけて流通があります。表紙のラッフル
は透き通るような美しい青みが特徴。パステルカラーを生かして甘い「ゆめか
わ」（夢のようにかわいい）世界観を表現してみました。上のポストカードは、
2種のリューココリーネを用い、トルコギキョウやビバーナム・スノーボールな
どと爽やかに束ねたものです。星形のシンプルな花型は、ほかの花とも調和し
やすく魅力を引き立たせます。

リューココリーネ　ラッフル

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

2021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199名、単体193名
●事業内容 花きおよびその加工品の受託販売

並びに購入販売

執行役体制会 社 概 要
2021年6月26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
情報システム本部長 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
ロジスティック本部副本部長 平野　俊雄
執行役
社長室長 加藤　了嗣

取 締 役 会
2021年6月26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）（※2）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
（指・報） 磯村　隆夫
取締役
（報・監） （※1）川田　光太
取締役
（指・報） （※1）須磨佳津江
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

401

大森局
承　認

料金受取人払郵便

差出有効期間
2022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2021.07

盆2021.08

重陽の節句（菊の節句）、敬老の日、秋の彼岸、十五夜、
カボチャ大市

2021.09

ハロウィン2021.10

いいマムの日、七五三、いい夫婦の日、ツリー市2021.11

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

2021.12

2022.01

節分、フラワーバレンタイン2022.02

桃の節句、ミモザの日、ホワイトデー、卒業式、春の彼岸2022.03

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

2022.04

スズランの日、端午の節句、母の日2022.05

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

※ 裏面のアンケートはWEBからの回答も受け付けてお
ります。WEBにて回答を希望される方は、下記URL
もしくは、QRコードを読み取りご回答ください。 

（通信費はお客様のご負担になります）
【WEBご回答期日】2021年10月31日

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

https://forms.office.com/r/ZWEJ13qQMB

いけばなの日、父の日、サマーギフト2022.06

会社情報
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【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。

※これはイメージです。


