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株主の皆様へ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社は「The Mirai Salad Company」を目指し、閉店間際の積極的な販売
や定番商品を中心とした基本品揃え等の販売強化、また今日のおそうざいに限ら
ず、明日以降もお召し上がりいただけるおそうざい、ギフトとしてご利用いただける商
品の取り揃えなどに取り組んでまいりましたが、競争の激化や台風や大雨等による
集客の落ち込み、原材料価格の高騰等の影響により計画した売上高、利益を確保
することができずに厳しい状況となりました。今後の経営環境におきましてもさらに厳
しさを増すものと考えております。
　創業以来、常に時代の半歩先を見据え、自ら変化することでお客様の温かい支
持を得てまいりました。当社が持つ経営資源を有効に活用し、お客様の食卓を豊か
にする提案を通してそうざいの新たな可能性に挑戦してまいります。
　株主の皆様には、ロック・フィールドの更なる挑戦を感じていただけるよう尽力い
たしますので、なお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年1月

代表取締役社長  岩田 弘三
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京野菜入り緑の30品目のサラダ
広島県産カキフライ　タルタルソース
とうもろこしのポタージュ
10種野菜のグリーンポタージュ
魚介の旨味ソースの紅ズワイガニグラタン
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「第3回神戸マラソン」
に協賛（11月17日）
第1回から協賛を続けている神

戸マラソンも今年で3度目。社

内からもランナーが参加し、社

員による応援団も沿道から大会

を盛り上げました。

日本の生活文化の継承・創造に寄与し
た人をたたえる賞を社長の岩田弘三が
受賞しました。

「サラダ」というツールを通して、デリカ
テッセンという新しい食文化を日本中
に広め、そうざ
いの更なる可能
性を追求し、新
しい食の価値創
造に努めている
点が評価されま
した。

「ＫＯＢＥファッションパーティ」
に協賛

出展（9月27日）
本 社 の あ る 地 元 神 戸 で、

「ファッション都市宣言」40周年

の記念事業の１つとして行われた

イ ベ ントに ブ ー ス を 出 展。

「ENJOY!SALAD 

GARDEN」をテーマ

に感動とトキメキを

与えるような新しい

サラダのカタチを提

案し、RF1サラダの

こだわりと上質感を

ゲストにお伝えする

ことができました。

第1回「ベスト・プロデュース賞」を受賞（10月16日）



　ただ今当社は第45期に向けて、理念・価値観を具現化できる店
作りを目指して、丁寧な販売を行っています。いつご来店いただ
いても魅力的な商品ケースで、お客様への感謝の気持ちを込めた
笑顔で接客を行い、高付加価値なこだわりのある商品をご提供し、
豊かなライフスタイルの創造に貢献できるよう商品の見た目や接
客サービスのレベル向上に取り組んでいます。
　今までよりも分かりやすく見やすい売場へ、スタッフのキラキラ
した素敵な笑顔に会いに、どうぞ店舗へお越しください。

いつでもピカピカなお店で
お客様をお出迎え

□具材がお皿の淵に付かない・
　サラダが山の形に保たれている

日常的にお使いいただけるサラダやフライに加え、素材や見た目にもこ
だわった贅沢で付加価値の高いプレミアムサラダも取り揃えています。
冷凍スープ等の翌日以降にお召し上がりいただける商品はパーソナルギ
フトとしてもご利用いただいています。

【アール・エフ・ワン】 184店舗

新たな食の世界・価値を表現する基幹ブランド

【神戸コロッケ】 50店舗 【ベジテリア】 33店舗

【融合】
【アジアン・サラダ 融合】

【いとはん】
【日本のさらだ いとはん】
【日本のさらだ IWATA】

【beOrganic】 【グリーン・グルメ】

ブ ラ ンド 紹 介

阪急梅田店 三越星ヶ丘店三越星ヶ丘店 伊勢丹新宿本店伊勢丹新宿本店

そごう横浜店そごう横浜店

31店舗

契約農家のじゃがいもで作る
安心・安全なコロッケ

アジアの人気メニューを
ヘルシーにアレンジ

伝統的な日本食の良さを
取り入れた和さらだ

素材の持つ自然な味わいを
活かすナチュラルブランド
オレンジやメロンを使ったサラダや季
節感を感じる素材の商品を展開。当期
の新商品「カリフォルニアコブサラダ」
が好評をいただいています。

「牛タンと香味野菜の和さらだ」等、新
たな素材を使用した商品提案で和さ
らだや和のおかずの世界を広げてい
ます。

アジア料理をベースに素材力でアレ
ンジをほどこしたアジアンサラダに
加え、点心や日持ちするタイ風カレー
の販売もスタートしています。

定番おかずのコロッケにも旬の素材
を取り入れ、味わいや食感の異なる商
品を随時展開しています。

RF1プロデュースの
そうざいのセレクトショップ
姉妹ブランドの和・洋・アジアの商
品をバラエティ豊かに品揃えし、立
地やニーズに合わせた提案をして
います。

旬を大切にしたフレッシュな
手作りジュースやスープ
「１食分の野菜が摂れる！濃厚緑の
30品目」等の野菜ジュースやギフ
トにもなるスープの販売を行って
います。

8店舗

西武小田原店 松坂屋名古屋店松坂屋名古屋店

アトレヴィ大塚店アトレヴィ大塚店

1店舗 31店舗

サブストア
マネージャー

ストア
マネージャー

髙島屋大阪店 □お皿にパン粉が落ちていない

□笑顔と
　アイコンタクトで
　接客を

□調理汚れのない
　清潔感のある
　ユニフォーム

プライスカードやお皿の歪み
は特に重点的にチェックを行
い、スタッフ一丸となって丁寧
な販売に取り組んでいます。
毎日きれいな売り場でお客様
をお待ちしています！
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第41期第42期

財務ハイライト 売上高/利益

売上高構成比

第38期 第39期 第40期
百貨店のリニューアルによる競合店舗
の増加や天候不順等により苦戦を強い
られましたが、高付加価値商品を積極
的に取り揃えることで客単価の増加に
つながりました。

Point
労務費や経費面ではコントロールする
ことができましたが、原材料価格の高
騰や人件費の増加等による影響で苦
戦し、営業利益は減益となりました。

Point
日持ちする商品の種類を増やした基幹
ブランドの「RF1」や、立地やニーズに応
じた商品展開を行う「グリーン・グルメ」
が新規出店を行い伸長しました。

Point

※第39期、第40期は連結子会社がなかったため、5期分とも単体決算の数値を記載しています。

【グリーン・グルメ】

7.6％
【その他】

0.4％

【神戸コロッケ】

7.1％

【ベジテリア】

4.3％

【いとはん】
【日本のさらだ いとはん】
【日本のさらだ IWATA】

7.0％

【融合】
【アジアン・サラダ 融合】

1.5％

【RF1】

72.1％

1,000

2,000

営業利益 第2四半期累計 通期
（単位：百万円）

3,000

801 895 1,029

2,017 2,089

2,552

1,950

第41期第38期 第40期第39期 第42期

616 612

売上高
（単位：百万円）

20,000

40,000

60,000

22,344 22,797 24,084

45,781 46,339 49,158 48,827

第2四半期累計 通期

23,586 23,969

00

当 第 2 四 半 期 の ハ イ ライト

既存店売上の増加と原材料費
の高騰等により増収・減益

消費マインド持ち直しが見られるなか、既存店強化の取り組
みを前期から継続して行うことで、競合の増加する厳しい環
境にありながら売上高は増加しましたが、原材料費や人件費
の増加により営業利益はわずかに減少しました。

1

「基本品揃え」の精度向上と
「丁寧な販売」のレベルアップ

お客様満足の向上を目指して、基本品揃えの取り組みをRF1
以外のブランドでも開始し、丁寧な販売では商品の盛り付け
方や接客応対の基本の徹底を全店で行うことで、販売力の底
上げをはかりました。

2

1株当たり18円の
配当を実現

株主の皆様への利益還元を経営の重要施策として位置付け、
当初の予定通り中間配当は1株当たり18円とし、今後も中長
期的な事業展開のための内部留保の充実に留意しつつ、安定
的な配当を継続的に行っていきます。

3

第42期
（第2四半期累計）
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株式 の 状況

外国法人等

株主数
計14,851名

97名 0.65％

>>>  大株主

>>>  会社概要

>>>  所有者別分布状況

株主名 持株数（株）

発行可能株式総数　
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

会社情報

株式会社ロック・フィールド
昭和47年（1972年）6月8日
〒658-0024　神戸市東灘区魚崎浜町15-2　
TEL.078-435-2800（代表）
FAX.078-435-2805
55億44百万円
1,475名
株式会社コウベデリカテッセン
岩田（上海）餐飲管理有限公司

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

電子公告（http://www.rockfield.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出来ない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

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
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
三菱UFJリース株式会社
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）
岩田夢隆

1,150,000
656,300
621,460
535,640
392,100
345,897

272,700

241,032

224,000

217,340

40,000,000株
13,394,374株

100株
14,851名

（平成25年10月31日現在） 株主メモ

（平成25年10月31日現在）

自己名義株式
1名 0.01％

個人・その他
14,575名
98.14％

金融機関
32名 0.22％

証券会社
20名 0.13％

一般法人
126名 0.85％

自己名義株式
113,645株 0.85％

個人・その他
6,270,916株
46.81％

金融機関
3,218,472株
24.03％

証券会社
61,018株 0.46％

一般法人
2,452,772株
18.31％

外国法人等
1,277,551株 9.54％

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
特別口座の口座管理機関
連 絡 先

上場証券取引所

公 告 方 法

社 名
設 立
神 戸
ヘッドオフィス

資 本 金
従業員数
子 会 社

>>>  役　員
岩田　弘三
湯浅　勉
古塚　孝志
河野　達郎
細見　俊宏

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

堀場　厚
寺田　千代乃
岡　　吾郎
渡辺　哲夫
奥田　実
石村　孝男

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

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。

（注）当社は東京・大阪両証券取引所に上場していまし
たが、大阪証券取引所は平成25年7月16日付をもって
東京証券取引所と市場の統合を行ったため、当社の上
場証券取引所は東京証券取引所になっています。

平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式の配当金には、原則として20％（所
得税15％、住民税5％）の源泉徴収税率が適用になります。また、平成49年12月31日ま
で、復興特別所得税として所得税額×2.1％が追加課税されることになっています。

平成26年以降、上場株式の配当金には、復興特別所得税を含め20.315％※の源泉
徴収税率が適用になります。（※所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％）

・源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
・本ご案内は、上場株式の配当金に係る税金について、一般的な情報をご提供するために
  作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もあります。
  詳細は最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。
・本ご案内は平成25年8月時点の情報をもとに作成しています。

上場株式の配当金に関する「源泉徴収税率」変更のご案内

所得税
（含む復興特別所得税）

住民税

合　計

7.147％

3％

10.147％

15.315％

5％

20.315％

15％

5％

20％

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで 平成50年1月1日から

所有株式数
計13,394,374株

株式 の 状況

外国法人等

株主数
計14,851名

97名 0.65％
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岩田（上海）餐飲管理有限公司
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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1名 0.01％
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14,575名
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金融機関
32名 0.22％

証券会社
20名 0.13％
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126名 0.85％
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113,645株 0.85％
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6,270,916株
46.81％
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3,218,472株
24.03％
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61,018株 0.46％
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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。

（注）当社は東京・大阪両証券取引所に上場していまし
たが、大阪証券取引所は平成25年7月16日付をもって
東京証券取引所と市場の統合を行ったため、当社の上
場証券取引所は東京証券取引所になっています。

平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式の配当金には、原則として20％（所
得税15％、住民税5％）の源泉徴収税率が適用になります。また、平成49年12月31日ま
で、復興特別所得税として所得税額×2.1％が追加課税されることになっています。

平成26年以降、上場株式の配当金には、復興特別所得税を含め20.315％※の源泉
徴収税率が適用になります。（※所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％）

・源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
・本ご案内は、上場株式の配当金に係る税金について、一般的な情報をご提供するために
  作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もあります。
  詳細は最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。
・本ご案内は平成25年8月時点の情報をもとに作成しています。

上場株式の配当金に関する「源泉徴収税率」変更のご案内
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（含む復興特別所得税）

住民税

合　計

7.147％

3％

10.147％

15.315％

5％

20.315％

15％

5％

20％

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで 平成50年1月1日から

所有株式数
計13,394,374株

焼

き色を付けるようにして、

野菜をあまり動かさないように

炒めましょう。



株式の状況

外国法人等

株主数
計14,851名

97名 0.65％
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>>>  会社概要

>>>  所有者別分布状況

株主名持株数（株）

発行可能株式総数　
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

会社情報

株式会社ロック・フィールド
昭和47年（1972年）6月8日
〒658-0024　神戸市東灘区魚崎浜町15-2　
TEL.078-435-2800（代表）
FAX.078-435-2805
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1,475名
株式会社コウベデリカテッセン
岩田（上海）餐飲管理有限公司

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
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電話（通話料無料）0120-094-777
東京証券取引所
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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います。
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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
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイ
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535,640
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14,575名
98.14％
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証券会社
20名 0.13％
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126名 0.85％
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113,645株 0.85％
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特別口座の口座管理機関
連絡先

上場証券取引所
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取締役

堀場　厚
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岡　　吾郎
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監査役
社外監査役
社外監査役

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。

（注）当社は東京・大阪両証券取引所に上場していまし
たが、大阪証券取引所は平成25年7月16日付をもって
東京証券取引所と市場の統合を行ったため、当社の上
場証券取引所は東京証券取引所になっています。

平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式の配当金には、原則として20％（所
得税15％、住民税5％）の源泉徴収税率が適用になります。また、平成49年12月31日ま
で、復興特別所得税として所得税額×2.1％が追加課税されることになっています。

平成26年以降、上場株式の配当金には、復興特別所得税を含め20.315％※の源泉
徴収税率が適用になります。（※所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％）

・源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
・本ご案内は、上場株式の配当金に係る税金について、一般的な情報をご提供するために
  作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もあります。
  詳細は最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。
・本ご案内は平成25年8月時点の情報をもとに作成しています。

上場株式の配当金に関する「源泉徴収税率」変更のご案内

所得税
（含む復興特別所得税）

住民税

合　計

7.147％

3％

10.147％

15.315％

5％
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5％
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平成25年12月31日まで平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで平成50年1月1日から

所有株式数
計13,394,374株

「サラダ×食育」旬の野菜  レシピ
RF1シェフ
考案のサラダを
ご家庭で！

かんたん
「サラダ×食育」旬の野菜  レシピ

RF1シェフ
考案のサラダを
ご家庭で！

かんたん
＊recipe＊
するめいかと冬野菜のサラダ ペペロンチーノ風味
＊材 料（４人分）

するめいか…１杯
芽キャベツ…４個
人参（小さいもの）…１/２個
じゃがいも…中１個
トマト…１個
レタス…４枚ほど
にんにく（みじん切り）…小さじ１
オリーブオイル…大さじ１

たかのつめ唐辛子…１本
塩・こしょう…少々
オリーブオイル…１カップ弱
にんにく（みじん切り）…大さじ３
玉ねぎ（みじん切り）…１/２個
ケッパー（小粒）…大さじ１
輪切りたかのつめ唐辛子…２〜４本
塩・黒こしょう…少々

B

A

＊作り方
【1】		するめいかは、目・くちばし・内臓を取り除き、
　　１センチ幅で輪切りにカット、さっと塩茹でします。
【2】		Ａの具材を一口大にカット。人参とじゃがいもは3分、

芽キャベツは2分塩茹でします。
【3】		オリーブオイルでにんにくを弱火で炒め、色付き始め

たらたかのつめ唐辛子を投入。強火で人参・じゃが
いもを炒め、塩・こしょうで味付け。芽キャベツ・す
るめいかを入れ、軽く合わせてから冷まします。

【4】	Ｂを上から順番に弱火で加熱しソースを作ります。
【5】		冷ましたソースを【3】に大さじ2杯加えかるくかき混

ぜ、塩・黒こしょうで味を整えたら出来上がり。

パンと赤ワインを添えて、さあ召し上がれ！

焼

き色
を付
ける
ように

して、
野菜

をあ
まり
動かさ

ないように
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ょう
。


