


国内の生産状況を鑑みると、生産者の高齢化や生産環境
をめぐる情勢が大きく変化したことなどを理由にリタイア
される方が多い1年でした。残念ながら後継者もいないま
ま花き生産量は減少する結果となりました。また、生産
ばかりでなく物流の点でも課題が浮き彫りになりました。

「貨物自動車運送事業法」の改正によりドライバーの働き
方改革の観点から規制が適正化され、ドライバーの拘束時
間の上限が短くなり、ドライバーの確保に苦慮しました。

また通常であれば国内生産の減少は輸入品で補うとい
う選択肢もあるのですが、2021年はパンデミックの影響
もあり輸入品で補いきれませんでした。一般的に海外に
おける花き生産は、海外労働者に頼るところが多いこと、
また輸送においても航空便、船便、あらゆる調達手段が停
止、回復が見通せないグローバル規模の混乱が未だに続
いています。国内と海外の両方において生産・物流をめぐ
る多層化した課題が顕在化し、花きの供給全体としてお
よそ一割減となりました。

一方で、消費においては、人と植物の関係が見直される
1年になりました。当社ではこれまで、その立地の特徴か
ら一流ホテルやレストラン、都心のイベントの装飾を
請け負うトレンドセッターが好んで使うような商品の提案
や供給を心がけてきました。農業生産は種苗の開発から
市場出荷まで気の遠くなるような長い時間がかかるもの
ですから、マーケットの未来を予測して先回りすること
に価値があり、その実績は評価していただいていたと
思います。

しかし、2021年コロナ禍2年目にしてすっかり集会の
類は疎遠になりましたが、花の存在意義は人に評価され
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るものから、自分自身の生活空間を快適にするものへと
パラダイムシフトを起こしたように感じています。家庭
需要であれば、自身の生活を整えるための花に存在意義
が変わっていきました。そこで大田花きでも意識的に個
人需要、しかも自分用の花きの供給に比重を置きシフト
していきました。自然とともに生きるという生活者マイ
ンドを汲み取り、あまり改良の手が施されていないよう
な雰囲気を持つ品種や数本でも自然を生活空間に取り込
んだと思えるようなテイストの品目などです。

新型コロナウイルスの感染拡大はもちろん好ましいこ
とではありませんが、一方で決して否定的なことばかり
でもありません。在宅時間が長くなり、より快適な生活空
間を創造するために花と緑への渇望が高まり、観葉植物
や枝ものを飾るなど花きの価値が見直されました。総務
省の家計調査の数字がそれを明らかにしています。（※）

※総務省の家計調査 ： 2021年一世帯当たりの支出金額「園芸植物」は
2019年を100%とすると、2020年110%、2021年117%。切花支出
は29歳以下、30代、40代、60代で前年を上回っています。

2021年よりさらに困難の多い1年になるだろうと予想
しています。生産コストは2割以上上昇していること、
国内生産量は未だ増える要因が見当たらないこと、供給
不足と品薄単価高による需給バランスの崩れ、輸入品に
ついては為替と物流の課題などが山積みです。昨今の円安
は、輸入商社にとって明らかにマイナスのインパクトを
及ぼします。また世界中がそうであるように、生産、輸送、
販売の観点で働き手不足になるでしょう。国内において
物価の高騰が続くと予測されていますが、花き類も物日

よりも平常時における値上がり率が高くなることが予想
されます。しかし、日本国内において賃金の伸びは鈍く、
実質購買力の低下が心配されています。

様々な課題要因が複雑に絡み合っていますが、比較的
好調なのはスーパーや量販店における花き販売です。総
務省の調査を元に分析すると、2019年のスーパー・量販
店の切花販売額は、専門店を上回りました。金額で上回っ
たということは、恐らくそれ以前に本数で専門店を凌駕
していたことが予想されます。今後、スーパー・量販店で
家庭用の価格施策、商品施策、割高感を緩和する日持ち保
証への取り組みなどをいかに進めていくのかがポイント
となります。

また、円安のメリットを享受できる分野といえば、花き
業界では輸出でしょう。日本の花きは世界基準でもトップ
レベルとして評され、品種の豊富さ、品質の高さともに
世界に冠たるものがあります。2022年4月から10月まで
オランダ・アルメーレで開催されている10年に一度の
国際園芸博覧会（フロリアード）では、数々の日本の花が
最高賞に選出されました。2021年に復興五輪の位置づけ
で開催された東京オリンピック・パラリンピックでは、東
日本大震災で被災した3県（福島・宮城・岩手）、及び開催地
東京の花きで作ったビクトリーブーケを採用してもらい
ました。選手が自国に持ち帰り飾ったら「1週間以上持っ
た」という喜びの声がSNS上に上がりました。採用された
ビクトリーブーケには、束ね方や保水など日本人ならで
はのきめ細やかなおもてなしの精神を感じさせるもので
した。日本産花きの標準スペックの高さを認識してもら
う良い機会となったに違いありません。国内の人口が減
少していくなかで、抜群に高い国際競争力を維持してい
る日本産花きにおいては、海外マーケットにむけて観葉
植物や切花・切枝の輸出に大きなチャンスを見出してい
ます。

2021年度を振り返って

2022年度の見通し

Top Message トップメッセージ
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関係会社のご紹介

大きく2つあります。一つは、花きの建値相場を出して
いく取引所としての役割を果たすことです。国内の市場
ではセリ取引が減少傾向にありますが、当社では花き取
引の透明性を維持し、相場を牽引する取引所として存在
し続けます。これを卸売市場のコア事業の一つとして認
識しています。あくまでも相場の創出にこだわり、また世
界から注目される指標として示してまいります。

もう一つは取引のDX化です。商品の一気通貫、つまり
統一されたデータフォーマットで生産者から卸売市場を
経由して、仲卸、小売りへの流通を実現するということで
す。生産者にとっては自分の商品が、どの売り場でいくら
で売れたか川下までの情報がわかりますし、小売店に
とってはあらゆる生産地情報、しかもより正しい情報を
入手して、生活者への販売促進に活用できます。これまで
は卸売市場に出荷すると、生産者の没個性を懸念される
方も多かったかと思います。生産者の地域性や特長が伝
えきれていないということです。サプライチェーンを組
む人同士で、相互的な情報プラットフォームの共有をデ
ジタル化により目指していくものです。生産者、花きを取
扱うすべての事業主の方々のビジネスの発展、延いては
地域の発展と生活者の文化の醸成、そこまでが卸売会社
の業務範囲であり、それを実現してこそ卸売市場として
の存在意義を全うできると認識して取り組んでまいります。

大田花きの取組みと挑戦

※背景の胡蝶蘭は、当社がプロデュースする「ロイヤルシルク」です。

当社は大田花きグループの一員として、生産者
から消費者までを結びつける一貫したサプライ
チェーンを構築し、それぞれのお客様に最適な
サービスの開発と商流・物流を提案する花の
総合商社です。

お客様に価値あるサービス・バリューチェーンを提供し、お客様と
ともに成長してまいります。

株式会社大田花きの100%出資で、2007年に設
立された国内唯一の花き専門シンクタンクです。
感性の商材でもある花きに関して、お客様のテー
マに沿った調査から分析・提案を行うコンサル
ティングサービスが事業の中心です。花きに関する講演、執筆、ラジオ
コーナーの企画・出演なども手掛けています。おかげさまで行政や
生産・出荷者様、種苗会社様など、ときには海外からもご用命いただ
きます。

昨今の業界をとりまく情勢はより複雑化していますので、客観性
のあるデータをもとにした正しい現状認識が欠かせません。長年
培ってきた調査分析ノウハウで、花き事業に従事する皆様の活動を
きめ細やかにサポートしてまいります。

株式会社　大田花き花の生活研究所

株式会社　ディーオーシー

主な事業  市場調査に基づく作付け指導
 種苗の販売

 輸出入業務
 小売支援

花を生活のあらゆるシーン、冠婚葬祭、イベント
に使ってもらい、「花があって良かった」と思って
もらうことが大切だと考えています。当社の社会
での役割をお取引先様、社員、株主の皆様と共有で
きるようにするため、今年度「世界を花で笑顔に
する」をパーパスと定めました。私たちの行動の一
つひとつが世界の笑顔につながるように努めてま
いります。

大田花きのパーパス

「世界を花で笑顔にする」

https://www.otalab.co.jp/

https://doc-seed.com
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花き消費は2021年も引き続き感染症拡大の影響を受けました
が、比較的安定していたのは自宅需要です。在宅勤務環境を整える
ニーズが高まり、花きがもたらすストレス低減効果も広く認知さ
れ、花や緑への渇望が上昇しました。少ない本数でも空間を明るく
するようなものや季節感のある花きに注目が集まりました。

また、季節の花のご出荷や環境配慮型の生産に取り組まれる生
産者様のご受賞が増えました。本来の開花時期を迎え出荷される
花きは、地の利を生かし過剰な肥料やエネルギーコストをかける
ことなく、環境負荷を抑えて多くの花を出荷できるのが特徴です。
SDGsの観点からも評価されたといえます。

フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2021
当社では、優れた花きの出荷を奨励することを目的とした、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。当社

の取引データを基にした実績と投票により選出させていただき、受賞された方々の功労を称えるとともに、感謝の気持ちをお伝えす
る機会としています。

第17回を迎えた2021年の受賞につき、以下の通りご紹介いたします。

【品目・品種】

シャクヤク
「かぐや姫」
【ご出荷者】

津南町農協様（新潟県）

【品目・品種】

ヒメヒマワリ
「旭」

【ご出荷者】
中島博英様（長野県）

【品目・品種】

ユリアジアティック
「タイニーダブルユー」

【ご出荷者】
今井ゆり園 今井利昌様（千葉県）

【品目・品種】

スイートピー
「アッシュブルー」

【ご出荷者】
JA晴れの国岡山

船穂花き部会様（岡山県）

キーワードは「在宅フラワー」と「SDGs」

https://otakaki.co.jp/flower/

総括すると、コロナ禍を経て花の消費構造が大きく変わり、評
価基準の潮目の到来を感じさせる結果となりました。商品そのも
のの色や形がニーズとマッチしていることに加え、生産者様の社
会的な取組みが評価され、受賞につながったものが多かったよう
です。自宅需要はとりわけ若い世代において伸びているため、今後
SDGsの観点をもとにした評価は加速していくものと思われま
す。

詳細はこちらからご覧いただけます。

当社のSDGsへの取組み

当社のSDGs達成に向けた取組み状況

最優秀賞 優秀賞 新商品奨励
賞特別賞

トレンド
分析 

Topics

当社は、女性および全社員が活躍できる職場環境を整備する
ため、右記のように行動計画を策定しました。

女性活躍推進法のご紹介 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
2022年4月1日～2027年3月31日
女性社員の平均勤続年数を現在の8.5年より
1年以上伸ばす。
有給休暇の取得率の10％アップを目指す。

行動期間
目標

目標

当社では、SDGs（持続可能な開発目標）達成に向け、事業を通じて社会の課題解決に取り組んでいます。その一部をご紹介します。

都市部の良好なつながりを支援

当社は、「大田臨海部まちづくり
協議会」に所属し、臨海部散策用の

「おおたそらみちMAP」の作成等や
イベントの企画・開催等、臨海部エリ
アに働く人・訪れる人が楽しめるエ
ンターテイメント、アート・文化、もの
づくり、スポーツ・健康のまちづくりを目指して活動しています。
https://ota-rinkaibu.link

廃棄物削減とサプライチェーンにおけるロス
の減少 

当社は、市場としての社会的責任
を果たすべく、花き品質管理・トレー
サビリティーや、流通過程の環境への
配 慮 に 係 る 認 証「MPS GPA」を
取得しています。また、切花梱包用段
ボールを結束するPP（ポリプロピレ
ン）バンドの削減に、出荷者の協力を得ながら取り組んでいます。
MPS GPAについて http://www.mpsjfma.net/about/m_01.php

女性が活躍でき、また、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

当社は、女性および多様な人材が働
きがいをもって活躍するための取組み
を推進しております。具体的には、女
性取締役の新規就任をはじめ、女性管
理職・管理職候補の増員に向けた取組
み、産休・育休後のスムーズな復職、障
害者雇用・高齢者雇用の推進を積極的に行っています。

バリューチェーンへのアクセス拡大

当社は、「フラワー需給マッチング協
議会」事務局として、花きサプライ
チェーンの生産・流通・加工・販売を含む
40以上の参加団体とともに、実需者の
使用実態に合った加工用途切花を

「スマートフラワー規格」として規格化
し、国内の切花生産・流通の効率化と収益性向上を目指す取組み
を行っています。
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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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連結貸借対照表 前期末
2021年3月31日

当期末
2022年3月31日

資産の部

　流動資産 3,897 3,988

　固定資産 5,016 4,817

　　有形固定資産 3,289 3,113

　　無形固定資産 112 114

　　投資その他の資産 1,614 1,589

　資産合計 8,914 8,806

負債の部

　流動負債 2,145 2,213

　固定負債 2,201 1,903

　負債合計 4,347 4,116

純資産の部

　株主資本 4,566 4,689

　　資本金 551 551

　　資本剰余金 402 402

　　利益剰余金 3,963 4,085

　　自己株式 △� 350 △� 350

　純資産合計 4,566 4,689

　負債純資産合計 8,914 8,806

（単位：百万円）

連結損益計算書
前期

2020年4月 1 日から
2021年3月31日まで

当期
2021年4月 1 日から
2022年3月31日まで

取扱高 23,919 27,659
売上高 3,445 3,926
売上原価 21,535 1,177
売上総利益 2,383 2,749
販売費及び一般管理費 2,419 2,536
営業利益 △� 35 212
　営業外収益 60 41
　営業外費用 6 5
経常利益 18 248
税金等調整前当期純利益 18 248
法人税、住民税及び事業税 38 89
法人税等調整額 △� 13 △� 14
当期純利益 △� 6 173
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 △� 6 173

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書
前期

2020年4月 1 日から
2021年3月31日まで

当期
2021年4月 1 日から
2022年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 214 450

投資活動によるキャッシュ・フロー △� 29 △� 66

財務活動によるキャッシュ・フロー △� 391 △� 391

現金及び現金同等物の増減額 △� 206 △� 8

現金及び現金同等物の期首残高 1,799 1,593

現金及び現金同等物の期末残高 1,593 1,585

※  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）

（※） 収益認識に関する会計基準等を適用した場合の数値です。

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. お花の購入場所を教えてください。
　a．花屋　b．スーパーマーケット　c．ホームセンター
　d．道の駅　e．インターネット
　f．サブスク（定期便）
　g．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：2022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：2021年4月1日から2022年3月31
日までの間に出荷があった出
荷者数

株　主： 26名
出荷者： 41名

外国　株　　　主： 3名
　　　輸入商社数： 65名

株　主： 27名
出荷者： 246名

株　主： 677名
出荷者： 1,363名

株　主： 33名
出荷者： 239名

株　主： 26名
出荷者： 93名

株　主： 51名
出荷者： 36名

株　主： 179名
出荷者： 71名

株　主： 137名
出荷者： 542名

株　主： 30名
出荷者： 183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
大田花き従業員持株会
柴崎太喜一
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

1

1,141

31

7

1

2

1,190

681,000

100

1,271,078

3,131,700

3,596

412,326

200

5,500,000

12.38

0.00

23.11

56.94

0.07

7.50

0.00

100.00

持株数（千株） 持株比率（％）

1,640
500
480
400
180
174
160
156
105
100
100

32.23
9.82
9.43
7.86
3.54
3.42
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。

発行可能株式総数� 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� 1,190名

2022年3月31日現在

2022年3月31日現在

2022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。

　バラはもともと青い遺伝子を持っていません。英語でブルーローズといえば
「不可能」を意味しますが、不可能を可能にしたいと思うのは人間の性というも
のでしょうか。古より世界中の花好きが狂気の如く青いバラに胸を焦がし、賞
金さえかけられたこともありました。現在は人工的に青色遺伝子を持つバラが
開発されていますが、ブルーグラビティは遺伝子を操作せずに誕生した自然の
青みを持つ品種です。淡いパープルのようなグレーにも近い色味を放つ神秘的
な品種です。全国でも生産者は少なく、今回は神生（かのう）バラ園様にご出荷
いただきました。

バラ「ブルーグラビティ」を使ったミニブーケ

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

2022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193名、単体185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
2022年6月25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
2022年6月25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
（指・報） （※1）須磨佳津江
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
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

432

大森局
承　認

料金受取人払郵便

差出有効期間
2023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2022.07

盆2022.08

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

2022.09

ハロウィン2022.10

いいマムの日、七五三、いい夫婦の日、ツリー市2022.11

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

2022.12

2023.01

節分、フラワーバレンタイン2023.02

桃の節句、ミモザの日、ホワイトデー、卒業式、春の彼岸2023.03

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

2023.04

スズランの日、端午の節句、母の日、母の月2023.05

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

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】2022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/yDCa075tZ4

いけばなの日、父の日、サマーギフト2023.06

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
及び特別口座の
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
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　スタンダード市場
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。

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。

東京証券取引所
スタンダード市場
証券コード	7555




