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代表取締役社長 岩田 弘三

株 主 の 皆 様 へ

　今期における日本経済は、東日本大震災の影響により急激に落ち込

んでいた景気が徐々に回復基調にあるものの、海外景気の減速とそれに

よる円高の長期化等、先行き不透明な状況が続きました。

　食品業界におきましては、低迷する雇用情勢や所得環境が継続する

中、消費者の節約志向並びにデフレ傾向が継続しており、当業界は激し

い競争を繰り広げております。

　このような環境下におきまして、当社は全社を挙げた業務改革や

KAIZENの取り組みを継続して行い、生産性向上と経費コントロールによ

る収益体質の強化を図るとともに、事業計画の３本柱である「サラダカン

パニー事業戦略」「食育の実践と提案」「お客様満足100％の推進」の

実現にも継続して取り組んでまいりました。

　「サラダカンパニー事業戦略」として、当社商品の核となる野菜の鮮度

に一層こだわり、生産工程や店舗の販売ケースの温度管理方法の

KAIZENを行い、パック入りサラダの品質強化に努めました。

　また「食育の実践と提案」として、子どもの職業体験テーマパークである

キッザニア東京・甲子園で行われた食育フェアで当社主催セミナーを開

催する等、食育活動の情報発信に努めました。

　さらに、震災の影響により心配された夏場の店舗における営業時間短

縮は回避することができ、長年の農家との取り組みが奏功し原材料の品

薄が原因で商品を欠品させることもなく、「お客様満足100％の推進」の

ため安定した商品供給に努めました。

　今年、平成24年には創業40周年を迎えるにあたり、これまでに築き上

げてきた筋肉質な経営基盤をベースに、更なる付加価値と収益性の高

いSOZAIオンリーワン企業を目指してまいります。また、全てのステークホ

ルダーの皆様から信頼される企業を目指すとともに、持てる全ての機能を

駆使し、引き続きSOZAIを通してお客様の豊かなライフスタイルの創造に

貢献してまいります。

　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご指導を賜りますよ

うお願い申しあげます。

株主の皆様におかれましては、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
東日本大震災で被災された皆様方には、
心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。
さて、当社第40期中間期（平成23年５月１日～平成23年10月31日）の
営業の概況をご報告申しあげます。

サラダカンパニーを目指して

当期の概況について

今後の取り組み

「KAISEKIプレート」です。

※内側ページにて「KAISEKIプレート」を使った食育の取り組みを特集しています。
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財務ハイライト

第40期
平成24年4月期
第2四半期

第39期
平成23年

4月期

7,445 7,404

現金及び
現金同等物の
前期末残高

営業活動
キャッシュ・フロー

1,279

△633
財務活動
キャッシュ・フロー

△687
投資活動
キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの増減要因（百万円）

増加 減少

業績のご報告
第2四半期累計 通期

POINT

営業活動によるキャッシュ･フローは1,279
百万円となりました。これは、主に税引前四
半期純利益が1,041百万円、減価償却
費803百万円、法人税等の支払額490
百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ･フローは687百
万円となりました。これは、主に有形固定資
産の取得による支出458百万円等による
ものです。
財務活動によるキャッシュ･フローは633百
万円となりました。これは、主に長期借入金
の約定返済184百万円、配当金の支払
額292百万円等によるものです。

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

POINT

POINT

震災による夏場の店舗営業時間の短縮や、台風による原材料手配等の影響が懸念されましたが、
商品の生産や店舗への配送を含め販売への大きな影響を受けることなく、主力ブランドである
「ＲＦ１」や和そうざいブランドの「いとはん」等の売れ行きが順調に推移し、売上高全体では前年
同期比5.6％増と伸長しました。なお、当上半期は新たに８店舗を出店し、４店舗を退店いたしました。

全社を挙げた業務改革とKAIZEN活動によって経費削減に取り組んだことに加え、商品点数の
絞り込みや製造工程の見直し等、原価率を引き下げる取り組みを行い、収益体質の強化を図って
まいりました。その結果、営業利益は前年同期比15.0％増となりました。
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POINT

資産合計は前事業年度末と比べて40百
万円増加し、28,136百万円となりました。
これは、主に現金及び預金の増加78百万
円、売掛金の増加79百万円、有形固定
資産の増加44百万円、投資その他の資
産の減少134百万円等によるものです。

POINT

負債合計は前事業年度末と比べて253
百万円減少し、6,199百万円となりまし
た。これは、主に長期借入金の返済184
百万円等によるものです。
純資産合計は、前事業年度末と比べて
293百万円増加し、21,937百万円とな
りました。これは、主に四半期純利益586
百万円、配当金の支払による利益剰余
金の減少292百万円等によるものです。
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※第39期において連結子会社がなくなりましたので、「業績のご報告」「財務ハイライト」ともに全事業年度とも単体決算の数値を記載しております。

（単位：百万円）

2,600

1,300

0

（単位：百万円）

50,000

25,000

0

売上高

営業利益

第36期
平成20年

4月期

第37期
平成21年

4月期

第38期
平成22年

4月期

第39期
平成23年

4月期

第40期
平成24年

4月期

46,33947,072
45,781

22,344 24,084

46,904

2,017
1,936

2,089

第36期
平成20年

4月期

第37期
平成21年

4月期

第38期
平成22年

4月期

第39期
平成23年

4月期

第40期
平成24年

4月期

895
1,029

801816

2,502

1,136

23,46822,956 22,797



ブランド概況R F

186店舗「アール・エフ・ワン」

「神戸コロッケ」 7.9%

ＪＲ大阪三越伊勢丹店

東急青葉台店

グランスタ東京店

伊勢丹新宿店東急青葉台店

エキュート大宮店 エクセル水戸店

サラダ品群においては定番サラダに緑黄色という健
康的な付加価値をプラスした『緑黄色野菜のシーザ
ーサラダ』が好調、フライ品群も前年同期を上回りま
した。またハンバーグ、ロールキャベツ等の料理品群
のサラダとの買い合わせを積極的に提案しました。

27店舗「いとはん」
「いとはん 日本のさらだ」

『湯葉と緑野菜の冷製あん』等、旬の素材を使用
した「日本のさらだ」が好調に推移しました。今後は
『黒豆・黒ごま・ひじきの和風ミートローフ』等「日本
のおかず」の強化を行い、素材を活かしながら新し
いメニューを提案してまいります。

6店舗「RF1Asia」「融合」
「アジアン・サラダ 融合」

タイ・ベトナム・韓国・中国といったアジア各国の冷
菜や和え物をベースにした「アジアンサラダ」を強化
しました。加えて、素材や調理法にこだわった『本格 
参鶏湯』等、高付加価値な料理メニューの提案も
行いました。

1店舗「beOrganic」

夏は『ルッコラと有機ズッキーニを使ったサラダ』、
秋は『鴨とフレッシュいちじくのアントレサラダ』の
売れ行きが好調に推移しました。素材の旬の美味
しさと、それを活かすためのカット方法や調理法等、
他社にはない独自の世界感が支持されました。

32店舗「ベジテリア」

通常の野菜ジュース以上に野菜量を充実させた
「濃厚ジュース」や５月よりスタートした20代～30代
の女性をターゲットの「美人を育むジュースシリーズ」
が好調に推移しました。春先の天候不順にもかかわ
らず、長年の生産者との取り組みが奏功し、原材料
の安定供給ができました。

25店舗「グリーングルメ」

和・洋・アジアのサラダや買い合わせのおかずの強
化をすることで、お買上げ数や客単価のUPに繋が
っています。今後は品揃え領域の幅を広げ、お客様
に日常使いしていただける、飽きさせない店舗作りに
積極的に取り組んでまいります。

53店舗「神戸コロッケ」

９月より本格料理をコロッケに仕上げた「ソースコロッ
ケ」を展開し、当社の強みを活かしたワンランク上の
商品提案を行いました。10月には、アイドルグループ
ＮＭＢ４８とのコラボレーションコロッケを発売し、新た
な顧客層へのＰＲを行いました。

　　

「RF1Asia」「融合」
「アジアン・サラダ 融合」 1.4%

その他 0.3%

「ベジテリア」 4.3%

「グリーングルメ」 6.4%

「アール・エフ・ワン」 73.1%

「神戸コロッケ」 7.9%

「いとはん」
「いとはん 日本のさらだ」 6.6%

売上高構成比



ＮＭＢ４８のセカンドシングル「オーマイガー！」の歌詞にち
なみ「神戸コロッケ」とのコラボレーションを行いました。限
定商品「オーマイガー！なつかしのポテトコロッケ」を
10月18日～11月30日まで西日本の店舗で販売、11月
２日からは東日本の一部店舗でも販売し、若い世代のお
客様からも多くのご支持をいただきました。

食卓が人と人との絆を結ぶ SOZAIの新しい波を起こしたい

当社がスポンサードしているキッザニア東京・甲子園にて、食育フェア「Enjoy Food～みん
なで朝食を」が開催され、子どもたちに健康的な食生活や食を楽しむことの大切さを伝えるた
め、様 な々イベントが行われました。（東京：10月12日～18日、甲子園：10月19日～25日）

当社も期間限定食育ワークショップ「親子で作る朝ごはん」
にサラダを提供したほか、ベジテリアのジュース開発担当
者がトークショーを行いました。テーマは「家庭で簡単に出
来る健康朝ジュース」とし、会場のお客様と一緒に野菜
ジュースを作ったり、家庭で美味しく作るための方程式をご
紹介したり等、会場は大盛況となりました。これからも当社
は食育の推進に力を入れてまいります。

静岡ファクトリーの企業内保育室が今年開設10周年を迎
えたことを記念して、保育室の一画に昔ながらの「かまど」を
設置しました。保育室の中でかまどの予行演習を重ねた後、
初釜でお赤飯を炊きました。子どもたちも最初は恐る恐る、慣
れれば次 と々薪をくべ、出来立てアツアツの美味しいお赤飯
を頬張りました。大きなお釜や火の熱さ、薪のパチパチはぜる
音を肌で感じ、食の楽しさを実感している子どもたちです。

私たちはSOZAIを通して、人と人を
食卓でつなぐ架け橋になりたい。自
然と会話が生まれ、家族の絆が生
まれる食卓の提案がしたいという思
いで食育に取り組んでいます。
2000年の安藤忠雄さんデザイン
による「Salad Bowl 01」を皮切
りに、喜多俊之さんデザイン監修の
「有田NANAKURA」、安藤忠雄
さんの「Salad Bowl 02」、喜多
俊之さんの「盛器」等、当社はこれ
までお皿のプレゼントキャンペーンを
通じて食卓提案を行ってきました。

第５弾として、今回９つ仕切りの「KAISEKIプレート」を用いた食卓提案を行い
ました。このプレートにSOZAIを盛り付けて楽しむことを「SOZAI KAISEKI」
と呼び、新しいSOZAIの楽しみ方として広く提案していこうというものです。大
勢で集う「会席」、深く食文化を楽しむ「懐石」等の思想を基に、今回提案する
「KAISEKI」という名前には「食卓を通して集う喜び」と「食べる人をもてな
す気持ち」を込めています。お客様に「盛り付ける楽しみ」とそこから広がる
「感動」を気軽に味わっていただきたいと思っています。

11/17（木）～20（日）には、ボジョレー販促としてプレートとのセットで洋・揚・アジア・和の各ブランドで商品提案を行いました。 クリスマス時期にも
商品提案を行いました。

特
集RF 食育の取り組み～

ロック・フィールドでは10年前から
お皿を通して食卓提案を行ってきました。

お客様や社員の「KAISEKIプレート」活用例をホームページや
店頭配布リーフレット、Facebookで広くご紹介し、より積極的に
お客様に活用していただけるよう、情報発信しています。
11月にはボジョレー・ヌーヴォ解禁に合わせてプレートとのセット
商品を販売、さらにクリスマスや年末年始時期にも「KAISEKI
プレート」を使った食卓提案を行い、ご好評いただきました。

2000 春

静岡ファクトリー第2棟竣工記念
安藤忠雄さんデザイン
「Salad Bowl 01」

2010 春

食育キャンペーン
安藤忠雄さんデザイン
「Salad Bowl 02」

2010 冬

食育キャンペーン
喜多俊之さんデザイン
「盛器」

オーマイガー！なつかしのポテトコロッケ

店頭配布リーフレット

2004 秋

店頭キャンペーン
喜多俊之喜多俊之さんデザイン監修さんデザイン監修喜多俊之さんデザイン監修
「有田NANAKURA」

人気アイドルグループ
「NMB４８」と「神戸コロッケ」が
コラボレーション！

ドシ グ 「オ イガ 」 歌詞 ち

静岡ファクトリー保育室
10周年記念『かまど』で食育

キッザニア東京・甲子園で食育フェア

や
に

ト
KI

ト

情報発信



神戸ヘッドオフィス 

東京オフィス 

神戸ファクトリー 

静岡ファクトリー 

玉川SPSファクトリー 

〒658-0024　神戸市東灘区魚崎浜町15-2　
TEL.078-435-2800（代表） FAX.078-435-2805
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町4-5-1さくら室町ビル
TEL.03-5843-6180（代表） FAX.03-5843-6181
〒658-0024　神戸市東灘区魚崎浜町15-2　
TEL.078-435-2200（代表） FAX.078-435-2210
 〒438-0112　静岡県磐田市下野部2280　
TEL.0539-62-5700（代表） FAX.0539-62-5041
〒213-0032　神奈川県川崎市高津区久地3-12-57　
TEL.044-811-8171（代表） FAX.044-811-8199

株式会社ロック・フィールド  
http://www.rockfield.co.jp/

会 社 情 報（平成23年10月31日現在）

● 会社概要
社 名
設 立
事業内容
代 表 者
資 本 金
従業員数
子 会 社

株式会社ロック・フィールド
昭和47年6月8日
そうざいの製造・販売
代表取締役社長　岩田弘三
55億44百万円
1，445名
株式会社コウベデリカテッセン

岩田　弘三
湯浅　勉
新良　稔
垣谷　優一郎
丸山　英之
河野　達郎
古塚　孝志

堀場　厚

寺田　千代乃

岡　　吾郎

渡辺　哲夫

奥田　実

石村　孝男

● 役　員
代表取締役社長
代表取締役専務
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

社 外 監 査 役

社 外 監 査 役

株 主メモ
毎年5月1日から翌年4月30日まで
7月
期末 4月30日　中間 10月31日

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

〒541-8502　
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話（通話料無料）0120-094-777
東京証券取引所、大阪証券取引所
電子公告（http://www.rockfield.co.jp/）

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
剰余金の配当基準日
株主名簿管理人

連 絡 先

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
告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公 告 方 法
上場証券取引所

特別口座の口座管理機関

住所、氏名のご変更、単元未満株式の買取請求・買増請求等のお手続に関するお
問い合わせ、お手続に必要な書類のご請求等はお取引の証券会社までご連絡くだ
さい。また、特別口座で管理されている株式に関するお問い合わせ等は上記株主名
簿管理人（特別口座管理機関を兼任しております）連絡先までご連絡ください。

発行可能株式総数　

発行済株式の総数

単元株式数

株主数

40,000,000株

13,394,374株

100株

16,101名

株 式 の 状 況（平成23年10月31日現在）

株主名 持株数（株）

● 大株主

株式会社岩田   

明治安田生命保険相互会社   

株式会社四国銀行   

ロック・フィールド取引先持株会   

岩田弘三   

ロック・フィールド社員持株会   

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口）   

三菱UFJリース株式会社   

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント

1,150,000

656,300

621,460

434,340

392,100

338,997

319,600

241,032

225,300

224,200

● 所有者別分布状況

金融機関
3,404,572株
25.42%

一般法人
2,435,424株
18.18%

証券会社
44,512株
0.33%

外国法人等
883,734株
6.60%

自己名義株式
113,387株
0.85%

個人・その他
6,512,745株
48.62%

所有株式数
計13,394,374株

金融機関
33名
0.21%

一般法人
119名
0.74%

外国法人等
73名
0.45%

証券会社
23名
0.14%

自己名義株式
1名
0.01%

個人・その他
15,852名
98.45%

株主数
計16,101人


