
四半期報告書 

株式会社ロック・フィールド 

神戸市東灘区魚崎浜町15番地２ 

(E00482) 

（第37期第２四半期） 

自 平成20年８月１日 
至 平成20年10月31日 



目       次 

  頁

表 紙   

   

第一部 企業情報   

第１ 企業の概況   

１ 主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………… 1 

２ 事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 2 

３ 関係会社の状況 …………………………………………………………………………………………………… 2 

４ 従業員の状況 ……………………………………………………………………………………………………… 2 

第２ 事業の状況   

１ 生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………… 3 

２ 経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 5 

３ 財政状態及び経営成績の分析 …………………………………………………………………………………… 5 

第３ 設備の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 7 

第４ 提出会社の状況   

１ 株式等の状況   

(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………… 8 

(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………… 8 

(3）ライツプランの内容 …………………………………………………………………………………………… 8 

(4）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………… 8 

(5）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………… 9 

(6）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………… 10 

２ 株価の推移 ………………………………………………………………………………………………………… 10 

３ 役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 10 

第５ 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 11 

１ 四半期連結財務諸表   

(1）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 12 

(2）四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 14 

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………… 16 

２ その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 21 

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 22 

   

［四半期レビュー報告書］   



【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年12月15日 

【四半期会計期間】 第37期第２四半期（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

【会社名】 株式会社ロック・フィールド 

【英訳名】 ROCK FIELD CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岩田 弘三 

【本店の所在の場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２ 

【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００ 

【事務連絡者氏名】 経理グループマネージャー  伊澤 修 

【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区魚崎浜町15番地２ 

【電話番号】 （代表）（０７８）４３５－２８００ 

【事務連絡者氏名】 経理グループマネージャー  伊澤 修 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等を含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

回次 
第37期 

第２四半期連結 
累計期間 

第37期 
第２四半期連結 

会計期間 
第36期 

会計期間 
自平成20年５月１日 
至平成20年10月31日 

自平成20年８月１日 
至平成20年10月31日 

自平成19年５月１日 
至平成20年４月30日 

売上高（百万円） 23,570 11,797 47,171 

経常利益（百万円） 799 421 2,543 

四半期（当期）純利益（百万円） 403 219 1,322 

純資産額（百万円） － 20,101 20,077 

総資産額（百万円） － 25,122 25,838 

１株当たり純資産額（円） － 1,513.50 1,511.65 

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円） 
30.41 16.49 99.59 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － － 

自己資本比率（％） － 80.0 77.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
782 － 3,156 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,313 － △987 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△677 － △1,264 

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
－ 4,847 6,058 

従業員数（人） － 1,296 1,351 
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２【事業の内容】 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社２社）が営んでいる事業内容に重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト）は当第２四半期連結会計期間の平

均雇用人員（８時間換算）を（ ）内に外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト）は当第２四半期会計期間の平均雇

用人員（８時間換算）を（ ）内に外数で記載しております。 

平成20年10月31日現在

従業員数（人） 1,296 (2,883) 

平成20年10月31日現在

従業員数（人） 1,291 (2,860) 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 なお、同一製品が複数業態で販売されるため、業態別の生産実績は記載しておりません。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループでは見込み生産を行っておりますので該当事項はありません。 

製品別 

当第２四半期連結会計期間 
 （自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日） 

金額（百万円）  

サラダ 5,445 

神戸コロッケ 1,034 

フライ 2,293 

デイリーそうざい 2,083 

路面店そうざい 463 

ベジテリア 680 

その他 49 

合計 12,050 
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(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の業態別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

業態別 

当第２四半期連結会計期間  
 （自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日） 

金額（百万円）  

ＲＦ１ サラダ 4,417 

  フライ 2,131 

  その他そうざい 2,209 

  小計 8,757 

神戸コロッケ 1,020 

いとはん・三日坊主 440 

RF1 Asia・融合 266 

そうざいや そうざい 451 

地球健康家族 弁当・米飯 208 

  小計 660 

ベジテリア 513 

ＤＥＬＩＣＡ ｒｆ－１ 49 

その他  87 

合計 11,797 

相手先 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年８月１日 
至 平成20年10月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 

㈱髙島屋 1,343 11.39 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

(1)業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融市場の混乱に加え、円高・株安の進行により、景

気の後退局面入りが鮮明になってまいりました。 

 そうざい業界におきましても、原材料価格の高騰や景気後退などの影響により、厳しい状況が続いております。ま

た、相次ぐ食の不祥事によりお客様の食に対する不信感が強まり、食品企業の食の安心・安全への取り組みが強く求

められております。 

 このような環境の中にあり、当社グループは第６次中期経営計画の下、「たゆまぬ全員参加の“ＫＡＩＺＥＮ”と

大胆な“イノベーション”の風を起こそう！」をスローガンにし、「健康」「安心・安全」「美味しさ」「鮮度」

「サービス」「環境」の価値観に基づき、付加価値・収益性の高いＳＯＺＡＩオンリーワン企業を目指しておりま

す。また、高品質で高付加価値の商品開発を行い、店別、時間帯別、曜日別に品揃えを強化し、買い合わせ提案を実

施いたしました。さらに、生産、物流をはじめ、全社ベースでの効率化によるコスト低減にも努めてまいりました。

 その結果、売上高は11,797百万円となりました。利益面につきましては原材料高、人材確保難などの影響もあり、

営業利益は417百万円、第２四半期純利益は219百万円となりました。  

(2)財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産については、前連結会計年度末に比べて715百万円減少し25,122百万

円となりました。これは、静岡ファクトリー第三棟の増設工事の着工を行ったことにより有形固定資産の増加はあり

ましたが、現金及び預金の減少や評価による投資有価証券の減少によるものであります。 

 一方、負債においては、前連結会計年度末に比べて長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む）の返済により

375百万円減少、未払法人税等が352百万円減少したことにより負債合計は5,021百万円となりました。 

 純資産においては、前連結会計年度末に比べて24百万円増加し20,101百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて2.3ポイント増加して80.0％、1株当たり純資産は1,513円

50銭となりました。 

(3)キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間

末に比べて481百万円減少し、4,847百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は802百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益412百万円、減価償却

費360百万円等によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,061百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,043百万

円等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は217百万円となりました。これは、主に長期借入金の約定弁済210百万円等によるも

のであります。 
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  

(5)研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発活動の金額は54百万円であります。なお、当第２四半

期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 ①重要な設備の完了 

 前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充のうち、当第２四半期連結会計期間に完了したも

のは次のとおりであります。 

 (注) 金額には消費税等は含まれておりません。  

 ②重要な設備の除却 

  当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却計画はありません。 

 ③重要な設備の改修 

  当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の改修計画はありません。 

会社名 事業所名 設備の内容 投資金額（百万円） 完了年月 

提出会社 営業店舗 新規出店 44 平成20年10月 

  神戸ファクトリー 生産設備 54 平成20年10月 

  静岡ファクトリー 生産設備 71 平成20年10月 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 40,000,000 

計 40,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年10月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年12月15日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 13,394,374 13,394,374 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 13,394,374 13,394,374 － － 

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額（百万
円） 

資本準備金残
高（百万円） 

  

平成20年8月1日～ 

平成20年10月31日 

  

－ 13,394,374 － 5,544 － 5,861 
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（５）【大株主の状況】 

 （注）    上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    401千株 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  350千株 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4Ｇ）298千株 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 237千株  

  

平成20年10月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

岩田 弘三 兵庫県芦屋市 1,531 11.43 

明治安田生命保険相互会社  東京都千代田区丸の内2-1-1  656 4.89 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 
（東京都中央区晴海1-8-12）      

株式会社四国銀行 高知県高知市南はりまや町1-1-1  621 4.63 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 
（東京都中央区晴海1-8-12）     

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3  401 2.99 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11  350 2.61 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口4Ｇ） 
東京都中央区晴海1-8-11  298 2.22 

ロック・フィールド取引先持株会 神戸市東灘区魚崎浜町15-2 286 2.14 

ロック・フィールド社員持株会  神戸市東灘区魚崎浜町15-2 263 1.96 

三菱ＵＦＪリース株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1  241 1.79 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口4） 
東京都中央区晴海1-8-11 237 1.77 

計 － 4,887 36.49 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】  

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、2,200株      

（議決権 22個）含まれております。  

  

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

平成20年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
(自己保有株式) 

普通株式     112,900 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  13,270,200 132,702 － 

単元未満株式 普通株式      11,274 － 
１単元（100株）未満の

株式 

発行済株式総数 13,394,374 － － 

総株主の議決権 － 132,702 － 

平成20年10月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社 

ロック・フィールド 

神戸市東灘区魚崎浜

町15番地２ 
112,900 － 112,900 0.84 

計 － 112,900 － 112,900 0.84 

月別 
平成20年 
５月 

６月 ７月 ８月 ９月 10月 

高（円） 1,600 1,515 1,459 1,539 1,534 1,355 

低（円） 1,460 1,355 1,324 1,402 1,310 995 

10



第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年８月１日から

平成20年10月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,967 6,158

売掛金 3,332 3,331

製品 64 54

仕掛品 76 53

原材料及び貯蔵品 164 177

その他 468 544

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 9,073 10,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,158 8,352

機械装置及び運搬具（純額） 509 477

土地 3,003 3,003

建設仮勘定 778 16

その他（純額） 813 707

有形固定資産合計 ※  13,263 ※  12,557

無形固定資産 274 304

投資その他の資産   

投資有価証券 283 403

差入保証金 571 581

長期預金 1,000 1,000

繰延税金資産 133 98

その他 531 581

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,511 2,657

固定資産合計 16,049 15,518

資産合計 25,122 25,838
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,253 1,224

1年内返済予定の長期借入金 672 750

未払法人税等 330 682

賞与引当金 446 520

その他 1,825 1,890

流動負債合計 4,528 5,068

固定負債   

長期借入金 394 692

その他 98 －

固定負債合計 493 692

負債合計 5,021 5,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,544 5,544

資本剰余金 5,861 5,861

利益剰余金 8,925 8,813

自己株式 △208 △208

株主資本合計 20,121 20,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 82

為替換算調整勘定 △19 △15

評価・換算差額等合計 △20 66

純資産合計 20,101 20,077

負債純資産合計 25,122 25,838
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 23,570

売上原価 10,428

売上総利益 13,141

販売費及び一般管理費 ※1  12,357

営業利益 784

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 2

保険配当金 7

その他 13

営業外収益合計 25

営業外費用  

支払利息 8

その他 2

営業外費用合計 10

経常利益 799

特別損失  

固定資産除却損 27

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 772

法人税等 ※2  368

四半期純利益 403
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 11,797

売上原価 5,225

売上総利益 6,571

販売費及び一般管理費 ※1  6,154

営業利益 417

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 0

その他 7

営業外収益合計 9

営業外費用  

支払利息 3

その他 1

営業外費用合計 4

経常利益 421

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 412

法人税等 ※2  193

四半期純利益 219
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 772

減価償却費 703

賞与引当金の増減額（△は減少） △74

受取利息及び受取配当金 △4

支払利息 8

固定資産除却損 27

売上債権の増減額（△は増加） △0

たな卸資産の増減額（△は増加） △20

仕入債務の増減額（△は減少） 29

その他 △22

小計 1,418

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △8

法人税等の支払額 △631

営業活動によるキャッシュ・フロー 782

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 △20

有形固定資産の取得による支出 △1,209

有形固定資産の売却による収入 20

無形固定資産の取得による支出 △22

投資有価証券の取得による支出 △14

長期前払費用の取得による支出 △79

差入保証金の回収による収入 28

差入保証金の差入による支出 △18

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △375

リース債務の返済による支出 △9

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △292

財務活動によるキャッシュ・フロー △677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,211

現金及び現金同等物の期首残高 6,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,847
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均

法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主とし

て総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定してお

ります。これにより、当第２四半期連

結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

（2）リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成

5年6月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年3月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成6年1月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年3月

30日改正））が平成20年4月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期

連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用してお

ります。これによる損益に与える影響

はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 
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【簡便な会計処理】 

該当事項はありません。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

該当事項はありません。 

【追加情報】 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度の法人税法の改正を契機として固定資産の使

用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より機

械装置の耐用年数を９年から10年に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当第

２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年10月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年４月30日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,978百万円で

あります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,572百万円で

あります。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※２．「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整

額」は「法人税等」として一括して記載しており

ます。 

 支払手数料      3,035百万円 

 給料及び賞与      4,233百万円 

 賞与引当金繰入 306百万円 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年８月１日 
至 平成20年10月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※２．「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整

額」は「法人税等」として一括して記載しており

ます。 

 支払手数料 1,530百万円 

 給料及び賞与 2,117百万円 

 賞与引当金繰入 147百万円 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年10月31日現在） 

現金及び預金勘定  4,967百万円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△120百万円 

現金及び現金同等物 4,847百万円 
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（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平

成20年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式        13,394,374株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          112,991株 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後

となるもの 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する各種そうざいの製造・販売事業を行っており、当該セグメント以

外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

 有価証券の当四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。 

（デリバティブ取引関係） 

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

  該当事項はありません。 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年７月29日 

定時株主総会 
普通株式 292 22 平成20年４月30日 平成20年７月30日 利益剰余金 

（決議予定） 
株式の種類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年12月15日 

取締役会 
普通株式 239 18  平成20年10月31日  平成21年１月16日 利益剰余金 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

該当事項はありません。 

２【その他】 

平成20年12月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………239百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………18円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年１月16日 

  （注） 平成20年10月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年10月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年４月30日） 

１株当たり純資産額 1,513.50円 １株当たり純資産額 1,511.65円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年８月１日 
至 平成20年10月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 30.41円 １株当たり四半期純利益金額 16.49円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年８月１日 
至 平成20年10月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円） 403 219 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 403 219 

期中平均株式数（千株） 13,281 13,281 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年12月10日

株式会社ロック・フィールド 

  
  

取締役会 御中     

  監査法人トーマツ   

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 辻内 章   印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 伊東 昌一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ロッ

ク・フィールドの平成20年５月１日から平成21年４月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年８月

１日から平成20年10月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ロック・フィールド及び連結子会社の平成20年10月31日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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