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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 12,422 △1.2 89 △12.4 112 △9.1 68 △4.9
24年3月期第2四半期 12,567 △3.5 102 △5.6 123 △0.8 72 △0.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第2四半期 13.50 ―
24年3月期第2四半期 14.50 ―

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

25年3月期第2四半期 6,674 4,472 67.0 878.54
24年3月期 7,088 4,465 63.0 877.03
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,472百万円 24年3月期  4,465百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

24年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 27,124 2.8 300 3.6 327 1.8 200 15.1 39.41



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料６ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料６ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 5,500,000 株 24年3月期 5,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 408,799 株 24年3月期 408,799 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,091,201 株 24年3月期2Q 4,986,201 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発したアメリカ経済の不調と、ソ

ブリンデフォルトを回避したものの今なお金融不安がぬぐえない欧州経済からの影響で、円高で輸出ドライブが効か

ず、さらに中国・韓国との領土問題から物・人・資本の動きも鈍化しました。 

また９月の記録的な暑さも加わり、その時期に売れるべきものが売れず、せっかくの復興景気による消費循環が

台無しとなるような形で、上半期を終えました。 

このような経済状況のもと当社は、４月から５月にかけての新緑シーズンとお盆・お彼岸の需要期には積極策

を、それ以外は守りの時期とし、業務に取り組みました。 

その結果、４月５月の入荷量の合計は前年比2.6%増、同様に４月５月の切花・鉢物の取扱高の合計は前年比9.9％

増となりました。お盆・お彼岸の需要期に取り扱いが増える小菊とリンドウは、この時期、露地物が中心となります

が、特に今年は猛暑の影響もあり高温障害が出るなど、品質や量、出荷時期など生産面において不安定な要素があり

ました。しかし、集荷に努めることで小菊・リンドウとも、東京都中央卸売市場における当社のシェアが50％を超え

るなどし、実績を残すことが出来ました。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間（平成24年４月～９月）の業績は、売上高 千円（前年同四半期比

％減）となり、内訳をみますと、切花の取扱高 千円（前年同四半期比 ％減）、鉢物の取扱高

千円（前年同四半期比 ％増）、付帯業務収益 千円（前年同四半期比 ％増）となりました。利

益につきましては、営業利益 千円（前年同四半期比 ％減）、経常利益 千円（前年同四半期比 ％

減）、四半期純利益 千円（前年同四半期比 ％減）と減収減益となりました。 

  

 なお、当社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なっておりません。 

   

 切花、鉢物に関する品目別の概況は次の通りです。 

  

切花 

  

・輪菊では主力の白菊が、４月から５月にかけて前年に比べ入荷量の少ない状態が続きました。これは生育時期の寒

さや原油高により暖房を充分に炊けなかったことなどによります。そのため、特に４月は品薄高となり前年を大きく

上回る販売金額となりました。６月は業務需要、小売需要とも落ち込み、相場も低迷、そのため充分な集荷もでき

ず、販売金額も前年を下回りました。需要の落ち込みから、在庫を抱える販売先も多く、７月に入っても相場の低迷

は続きました。加えて７月は例年より作付け量が多かったことや、８月向けのものが早めに開花し７月中に出荷され

たこともあり、需要に反して入荷量が増加したため、厳しい相場展開が続きました。８月は、７月に前倒しで出荷さ

れたために品薄となり、お盆需要、業務需要などによる引き合いが強まりました。９月は周年産地を中心に安定した

入荷となり、お彼岸の需要期を中心に上旬は前年よりやや高めの相場となりましたが、お彼岸後は業務需要なども落

ち着いてしまったために、価格も下落しました。 

・小菊は、４月から５月にかけて、前年を上回る入荷量となりました。これは例年並の水準と言えますが、震災の影

響で相場が低迷した前年は、出荷を調整する産地があり入荷量が減少したため、それと比較すると本年の入荷量は増

加しました。６月の入荷量も前年を上回り、加えて需要に乏しいこと、販売サイドが必要とするタイミングを外して

しまったことで、相場は低迷しました。７月は生育が良く開花が進むこととなり、８月のお盆向けに作付けをしてい

たものまでも７月中に出荷されたことで、前年を上回る潤沢な入荷となりました。そのため、相場は低迷しました。

８月向けのものが７月に出荷されたことで、８月の入荷量は減少し、お盆需要期を中心に引き合いが強まりました。

需要期においては、年々、間際で購入する動きが強まる傾向にあります。生育期に雨が充分に降らなかったことや、

高温が続いたことから９月には開花が遅れ、お彼岸の需要期に出荷が間に合わない産地もあり、特に上旬にかけては

品薄となりました。しかしお彼岸が明ける頃に、遅れていたものがまとまって出荷されると供給過多となり、下旬に

かけては厳しい販売状況となりました。 

・スプレー菊は、４月から５月にかけて前年を上回る入荷量となりましたが、白菊の品薄を受け、業務需要を中心に

白系の引き合いが強く、価格を大きく崩すことはありませんでした。しかし６月に入ると需要が振るわず相場は低迷

し、前年を大きく下回る厳しい販売状況となりました。国内産地においては、小菊同様８月に向けて作付けしていた

ものが７月に開花し出荷されたことで、７月は潤沢な入荷となり相場が低迷、その分８月は品薄となり堅調な取引と

なりました。９月も引き続き国内産地からの入荷が少なく、加えて海外主力産地からの入荷も減少したため、お彼岸

の需要期には前年を上回る相場となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,422,079

1.2 11,319,760 1.8

1,044,123 6.1 58,195 6.3

89,955 12.4 112,127 9.1

68,734 4.9

キク類 売上金額 千円2,517,888 （前年同期比 ％減） 2.2

  取扱数量 千本55,237 （  同  ％増） 0.7
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・バラは、期間を通してみるとほぼ前年並みの入荷量、販売金額となりました。月別にみると、４月と５月は前年並

みの入荷量でしたが、価格が前年に比べ上昇したため、販売金額においても前年を上回りました。これは、震災後の

自粛ムードからイベントやブライダルなどの需要が停滞した前年は価格が下落しましたが、本年は例年並の水準に回

復したことによります。６月は業務需要の低迷などから引き合いが弱く、前年を下回る販売金額になりました。夏に

は暑さのため、生産・販売ともに落ち込みますが、本年においても出荷は伸び悩みました。国産品については、暑さ

によって品質が損なわれ、特に上位等級品が不足しました。日持ちの面から買い手も敬遠ぎみで相場は低迷、そのた

め輸入品の入荷も控えめとなりました。特に９月は例年以上に暑さが続いたことで、入荷が減少するも価格には反映

されず、前年を大きく下回る販売金額となりました。 

・カーネーションは、大きな需要期である母の日において、予想を上回る入荷量となりました。これは、前年の

「絆」効果で好相場になったことによる期待感が大きかったことなどによります。しかし、入荷増に加え、品質のば

らつきが見られたことで価格は下落しました。スプレータイプのカーネーションは、７月から９月にかけて入荷量が

前年を下回ることが多くなりました。特に７月は前年を大きく下回る入荷量となったため、品薄となり前年を上回る

単価水準となるものの、キク類にみられるように仏花などの需要全般が低迷していたため際立った高値とはなりませ

んでした。 

・洋ラン類においては、デンファレが、海外の主力産地における洪水の影響が残っていたため、４月から５月にかけ

ての入荷量は、前年に比べ少なめとなりました。そのため品薄感から前年を上回る価格で推移しました。６月に入

り、入荷量が徐々に回復すると価格も落ち着きましたが、色によっては不足感が続きました。夏場は国内産地、海外

産地とも前年並みかそれをやや上回る入荷量となり、お盆の需要では色ものを中心に引き合いが強まりました。９月

もお彼岸は好調な取引となりましたが、お彼岸後は需要が減退し価格が下落しました。これらの結果、期間を通して

みるとほぼ前年並みの入荷量、販売金額となりました。 

  

・ユリ類では、オリエンタルユリが春から夏にかけて開花が遅れぎみであったため、産地が切り替わる時期に重複し

て出荷されるなど、やや不安定な入荷状況となりました。７月から８月にかけては前年並みの入荷量となり、お盆の

需要期においては、専門店や花束加工業者などからの引き合いが強まりましたが、需要期を過ぎると厳しい販売状況

となりました。９月は前年に比べ少なめの入荷量となりましたが、需要には合っていたことから不足感はなく、前年

と同程度の単価水準で取引されたため、販売金額でみても前年を下回りました。これらの結果、期間を通してみる

と、前年を下回る入荷量、販売金額となりました。テッポウユリは８月９月は前年並みの入荷量となり、お盆、お彼

岸向けの取引を中心に引き合いが強まりました。しかしオリエンタルユリ同様、需要期が明けると、動きが鈍り厳し

い相場展開となりました。 

・アルストロメリアは、新規産地が増えたことなどもあり、期間を通してみると前年を上回る入荷量となりました。

春は、各産地とも順調な生育状況で、母の日までは潤沢に推移しました。その後は、気温が上がらないことなどから

開花の遅れもみられ、６月の入荷は前年より少なくなりましたが、需要も乏しいことで価格には反映されず、低調な

取引となりました。７月は６月に遅れたものが出荷されたこともあり、前年を大きく上回る入荷量となりました。ま

た、８月９月も全体では前年を上回る入荷となっておりますが、産地別にみると高温によって開花時期にずれが生じ

るなどしました。入荷量の増加にともない、価格は前年に比べやや下落しているものの、量の増加がそれを補い、期

間を通してみると前年を上回る販売金額となりました。 

・ダリアは人気があり需要が伸びている品目であるため、各産地とも作付け量を増やしています。そのため、期間を

通してみると前年を大きく上回る入荷量となりました。ただ、８月や９月などは暑さのために品質が低下、販売面に

おいても９月まで暑さが続いたことで小売専門店などの店頭における購買意欲も低下ぎみで、前年を下回る相場展開

となりました。しかし期間を通してみると、前年を上回る販売金額を達成しました。 

・季節商材では、スズランの日にあわせたスズランの販売が好調でした。前年と比べても数量、販売金額ともに大き

く伸びています。アガパンサスは、季節外れの台風により露地物を中心に被害を受け、入荷量が大きく減少しまし

た。クルクマは前年を上回る入荷量となり、販売面でも季節商材として引き合いが強く、通常の時期にも需要期にも

活発に取引されました。 

  

洋ラン・バラ・カーネーション 売上金額 千円2,796,242 （前年同期比 ％減） 3.3

  取扱数量 千本50,104 （  同  ％減） 0.7

球根類 売上金額 千円1,650,966 （前年同期比 ％減） 2.0

  取扱数量 千本19,465 （  同    ％増） 0.8
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・トルコギキョウは、天候により不安定な入荷状況となることがありました。春先には、生育時期の寒さにより、開

花が遅れ出荷時期がずれてしまった西南暖地のものがまとまって入荷したことに加え、夏場の主力産地である高冷地

からの出荷も早々に始まったことで、前年を上回る入荷量となりました。そのため例年に比べると価格も伸び悩みま

した。入梅後は、産地において気温が高くまとまった雨が降ることが多く、これらが品質面に影響を及ぼしました。

そのため夏場の日持ちも比較的良い品目ですが、品質が低下しているため本年は日持ちのしないものも多く、厳しい

販売状況となりました。９月に入っても暑さが続いたことで、10月のブライダル向けに作付けされているものが、２

週間から１ヶ月予定より早く開花、出荷されました。お彼岸が終わり、需要が落ち着いたタイミングでの大量入荷と

なったため、価格が大幅に下落しました。これらの結果、期間を通してみると、前年を上回る入荷量となりました

が、販売金額では前年をやや下回りました。 

・ガーベラは、寒さなどから春先は前年より少なめの入荷量となりました。気温の上昇とともに安定して入荷するよ

うになり、母の日においては、他の品目同様引き合いが強まりました。６月以降、高温多湿となるにつれ小売需要が

振るわず、厳しい販売となりました。しかし、生産段階での工夫などもあり、夏の暑さの割には安定した品質のもの

を出荷する産地もみられました。 

・季節商材では、リンドウの入荷量が前年に比べて増加しました。これは産地との良好な関係構築に努め入荷を促

進、当社への出荷シェアを前年以上に獲得したことなどによります。また従来８月から９月にかけて出荷の中心とな

っていた産地において早生品種が導入され、本年からは７月の出荷も始まったため、特に７月の入荷量は前年を大き

く上回りました。販売面では、お盆、お彼岸の需要期を中心に注文も多く、必要なタイミングに出荷されたこともあ

り、前年並みかそれをやや上回る価格で推移しました。 

  

・枝物は、４月から５月にかけて、震災などの影響を受け入荷が落ち込んだ前年と比較すると、本年の入荷量は増加

しました。しかし、６月以降は前年を下回る入荷量が続いています。これは、１月から３月にかけての生育時期の寒

波、夏の猛暑、９月に入っても暑い日が続いたことなど、天候による影響を大きく受けたものであります。 

・葉物は期間を通してみると、前年をやや下回る入荷量、販売金額となりました。春は、国産品を中心に品薄傾向だ

ったことや、母の日の需要による引き合いがありましたが、６月に入ると他の品目同様、需要の低迷により落ち込み

ました。７月から８月はほぼ前年並みの取引となったものの、９月は台風の影響を受け、国内の主力産地からの出荷

が減少するなどし、品目によっては品薄となるものもありました。 

   

草花類 売上金額 千円3,060,258 （前年同期比 ％減） 0.6

  取扱数量 千本65,207 （  同  ％増） 3.1

枝物・葉物 売上金額 千円1,294,403 （前年同期比 ％減） 0.3

  取扱数量 千本26,563 （  同  ％減） 3.0
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鉢物 

  

・洋蘭類では、震災後、主力であるファレノの生産量が減少していましたが、５月以降回復に転じ、期間を通して前

年よりもやや多い入荷量となりました。５月は異動に伴う需要と母の日、６月から７月前半は株主総会、お中元など

の需要により引き合いが強まりました。真夏は特段の需要がないため例年通り生産は少なめで、入荷量、販売金額と

もに落ち込みましたが、敬老の日には小ぶりのミディファレノが活発に取引されました。また、毎月末の需要も安定

していました。これらの底堅い需要により単価が安定して推移したため、販売金額においても前年を上回る結果とな

りました。  

・花鉢類は、４月の日照不足と寒さの影響により、出荷時期が遅れました。母の日には新規のギフト販売に取組み、

前年に比べ取り扱い数量と販売金額を大幅に伸ばしました。その後順調に入荷量を確保できましたが、夏になると暑

さのため入荷量が減少しました。しかし、例年以上に猛暑日が続いたことにより、小売においても販売ロスを多めに

織り込んだ抑え目の仕入となり、販売面でも苦戦しました。 

・観葉類は、大鉢を中心に不振が続いておりましたが、本年は、品揃えの強化やフェアの開催により、業務や家庭向

けの中鉢類が好調でした。また、小鉢が少なめで入荷量が前年を下回っていたこともあり、前年に比べ単価高で推移

し、販売金額は前年を上回っています。 

・苗物類は、野菜苗において、４月に気温が低い日が続き出荷が遅れました。５月中旬になっても低温に戻る日があ

るなど、天候に悩まされました。５月後半になるとようやく苗を植えられるような気温となり、動きが活発になりま

したが、６月に出荷がひと段落したところで入荷量が前年を割り始めました。真夏は生産を見合わせる産地が多いこ

とから、７月以降も品薄となりましたが、夏場は需要が乏しく品質も伴わなかったため、相場は低迷しました。前年

は節電対策として注目されたゴーヤ苗などが高騰したこともあり、販売金額では前年には届きませんでしたが、苗物

類全体の価格は回復傾向にあります。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して414,049千円減少し6,674,807千円となりまし

た。その主な内訳は資産につきましては、現金及び預金の増加144,179千円、売掛金の減少529,757千円であります。

 負債につきましては前事業年度末と比較して421,689千円減少し、2,202,009千円となりました。その主な内訳は受

託販売未払金の減少348,308千円であります。 

 純資産につきましては前事業年度末と比較して7,639千円増加し4,472,798千円となりました。これは剰余金の配当

により61,094千円減少し、四半期純利益の計上により68,734千円増加したことによるものです。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より455,820千円

減少し、2,255,036千円となっております。 

 営業活動の結果増加した資金は、226,115千円（前年同期は21,480千円の増加）となりました。主な増加要因は、

売上債権の減少530,848千円、税引前四半期純利益112,127千円によるものです。また、主な減少要因は、仕入債務の

減少347,986千円、法人税等の支払額92,348千円によるものです。 

 投資活動の結果減少した資金は、613,018千円（前年同期は5,780千円の減少）となりました。主な要因は、定期預

金の預入による支出600,000千円によるものです。 

 財務活動の結果減少した資金は、68,917千円（前年同期は56,766千円の減少）となりました。この要因は、配当金

の支払額60,873千円及びリース債務の返済による支出8,044千円によるものです。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月11日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

   

鉢物 売上金額 千円1,044,123 （前年同期比6.1％増） 

  取扱数量 千鉢4,485 （  同  1.3％減） 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の 

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ 

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、これによる、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微であり 

ます。 

   

   

該当事項はありません。   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,710,857 2,855,036

売掛金 2,047,390 1,517,633

その他 142,477 146,067

貸倒引当金 △2,305 △1,674

流動資産合計 4,898,420 4,517,062

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 150,805 146,179

工具、器具及び備品（純額） 186,472 193,711

その他（純額） 134,147 130,728

有形固定資産合計 471,424 470,618

無形固定資産 228,344 204,366

投資その他の資産   

関係会社株式 603,735 603,735

長期前払費用 168,181 156,859

その他 764,768 766,573

貸倒引当金 △8,417 △6,809

投資損失引当金 △37,600 △37,600

投資その他の資産合計 1,490,667 1,482,759

固定資産合計 2,190,436 2,157,744

資産合計 7,088,856 6,674,807

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 1,728,752 1,380,444

買掛金 32,635 30,703

未払法人税等 97,627 48,393

賞与引当金 25,822 22,230

その他 210,386 179,401

流動負債合計 2,095,223 1,661,172

固定負債   

退職給付引当金 189,802 207,622

その他 338,671 333,213

固定負債合計 528,474 540,836

負債合計 2,623,698 2,202,009
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

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 3,858,274 3,865,914

自己株式 △347,482 △347,482

株主資本合計 4,465,158 4,472,798

純資産合計 4,465,158 4,472,798

負債純資産合計 7,088,856 6,674,807
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,567,457 12,422,079

売上原価 11,331,433 11,198,737

売上総利益 1,236,023 1,223,341

販売費及び一般管理費 1,133,330 1,133,386

営業利益 102,692 89,955

営業外収益   

受取利息 2,470 2,955

受取配当金 10,500 10,500

その他 7,726 9,045

営業外収益合計 20,696 22,501

営業外費用   

固定資産除却損 － 329

営業外費用合計 － 329

経常利益 123,389 112,127

特別損失   

災害による損失 1 －

特別損失合計 1 －

税引前四半期純利益 123,387 112,127

法人税等 51,082 43,393

四半期純利益 72,305 68,734
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 123,387 112,127

減価償却費 69,756 83,932

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,541 △3,592

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,100 17,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 △2,239

受取利息及び受取配当金 △12,970 △13,455

有形固定資産除却損 － 329

有形固定資産売却損益（△は益） － △8

売上債権の増減額（△は増加） △444,824 530,848

仕入債務の増減額（△は減少） 307,452 △347,986

未収入金の増減額（△は増加） 220 29

その他 △39,438 △72,336

小計 50,165 305,468

利息及び配当金の受取額 12,765 12,995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,450 △92,348

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,480 226,115

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △200,000 △600,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有価証券の売却による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △10,539 △40,988

有形固定資産の売却による収入 － 50

無形固定資産の取得による支出 △1,310 △8,139

貸付金の回収による収入 26,068 94,059

関係会社貸付けによる支出 △20,000 △58,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,780 △613,018

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △49,463 △60,873

リース債務の返済による支出 △7,302 △8,044

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,766 △68,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,066 △455,820

現金及び現金同等物の期首残高 2,421,694 2,710,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,380,628 2,255,036
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 該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

 当社は、花き卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

   

 該当事項はありません。  

  

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 上記の数量は、本数で集計しておりますが、鉢物のみ鉢数で集計しております。 

  

    

   

   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

５．補足情報

  

  

前第２四半期累計期間 

（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

 前年同期比  

 数量 

 （千本） 

 金額 

 （千円） 

 数量 

 （千本） 

 金額 

 （千円） 
数量 金額 

 キク類 

 洋ラン・バラ・カーネーション 

 球根類 

 草花類 

 枝物・葉物 

 鉢物  

54,879

50,440

19,314

63,276

27,384

4,543

2,573,985

2,892,692

1,684,975

3,079,383

1,297,705

983,988

55,237

50,104

19,465

65,207

26,563

4,485

 

 

 

 

 

 

2,517,888

2,796,242

1,650,966

3,060,258

1,294,403

1,044,123

% 

% 

% 

% 

% 

% 

100.65

99.34

100.78

103.05

97.00

98.72

%

%

%

%

%

%

97.82

96.67

97.98

99.38

99.75

106.11

 花き 小計 219,839 12,512,731 221,063  12,363,883 % 100.56 %98.81

 付帯業務料 － 54,725 －  58,195  － %106.34

 合計 219,839 12,567,457 221,063  12,422,079 % 100.56 %98.84
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