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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３四半期連結 
累計期間 

第37期 
第３四半期連結 

会計期間 
第36期 

会計期間 
自平成20年５月１日 
至平成21年１月31日 

自平成20年11月１日 
至平成21年１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） 36,124 12,553 47,171 

経常利益（百万円） 1,509 710 2,543 

四半期（当期）純利益（百万円） 789 385 1,322 

純資産額（百万円） － 20,233 20,077 

総資産額（百万円） － 25,133 25,838 

１株当たり純資産額（円） － 1,523.46 1,511.65 

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円） 
59.42 29.01 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（％） － 80.5 77.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
1,144 － 3,156 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,727 － △987 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△876 － △1,264 

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
－ 4,591 6,058 

従業員数（人） － 1,295 1,351 
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２【事業の内容】 

 当第３四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３四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３四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３四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21年１月31日現在

従業員数（人） 1,295 (2,923) 

平成21年１月31日現在

従業員数（人） 1,290 (2,904) 
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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３四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３四半期連結会計期間 
 （自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日） 

金額（百万円）  

サラダ 5,475 

神戸コロッケ 1,162 

フライ 2,393 

デイリーそうざい 2,600 

路面店そうざい 534 

ベジテリア 598 

その他 33 

合計 12,798 

3



(3）販売実績 

 当第３四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３四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３四半期連結会計期間  
 （自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日） 

金額（百万円）  

ＲＦ１ サラダ 5,264 

  フライ 1,889 

  その他そうざい 2,342 

  小計 9,496 

神戸コロッケ 1,099 

いとはん・三日坊主 452 

RF1 Asia・融合 292 

そうざいや そうざい 446 

地球健康家族 弁当・米飯 180 

  小計 626 

ベジテリア 466 

ＤＥＬＩＣＡ ｒｆ－１ 33 

その他  86 

合計 12,553 

相手先 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 

㈱髙島屋 1,473 11.73 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第３四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３四半期連結会計期間（平成20年11月1日から平成21年1月31日まで）におけるわが国経済は、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、株式市場の大幅な変動、企業収益の悪化や設備投資の縮小な

ど、景気の急速な後退が見られました。 

  食品業界におきましても、景気の先行き不透明感、雇用情勢の悪化などにより、消費者の消費行動も慎重になって

おり、経営環境は一段と厳しいものとなってきております。 

 このような状況下、当社グループは第６次中期経営計画のもと、お客様のニーズに対応した付加価値の高い商品、

サービスの提供に努めてまいりました。また、全社をあげて業務の効率化、コスト低減の取組みなどを行った結果、

売上高は12,553百万円、営業利益は709百万円、第３四半期純利益は385百万円となりました。  

(2)財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産については、静岡ファクトリー第三棟建設の影響や税金・賞与等支払

による現金及び預金の減少により、前連結会計年度末に比べて704百万円減少し25,133百万円となりました。 

 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）の約定返済に

より325百万円減少したこと、未払法人税等が390百万円減少したことにより負債合計は4,899百万円となりました。 

 純資産においては、前連結会計年度末に比べて156百万円増加し20,233百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて2.8ポイント増加して80.5％、1株当たり純資産は1,523円

46銭となりました。 

(3)キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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２四半期連結会計期間

末に比べて256百万円減少し、4,591百万円となりました。 

 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361百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益697百万円、賞与引当

金の減少額157百万円、売上債権の減少額371百万円、法人税等の支払額279百万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413百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出256百万円、

投資有価証券の取得による支出100百万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199百万円となりました。これは、主に長期借入金の新規借入200百万円、長期借入

金の約定返済150百万円、配当金の支払額239百万円等によるものであります。 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第３四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３四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44百万円であります。なお、当第３四半

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３四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 

 前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、拡充のうち、当第３四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３四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３四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 39 平成21年１月 

  神戸ファクトリー 生産設備 118 平成21年１月 

  静岡ファクトリー 生産設備 61 平成21年１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】 

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。  

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３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年１月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成21年3月17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 

単元株式数  

100株 

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11月1日～ 

平成21年1月31日  

  

－ 13,394,374 － 5,544 － 5,861 
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（６）【議決権の状況】 

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年10月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。  

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21年１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21年１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 11月 12月 
平成21年 
１月 

高（円） 1,600 1,515 1,459 1,539 1,534 1,355 1,205 1,224 1,209 

低（円） 1,460 1,355 1,324 1,402 1,310 995 1,071 1,115 1,070 
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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３四半期連結会計期間（平成20年11月１日から

平成21年１月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成21年１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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 4,811 6,158

売掛金 3,703 3,331

製品 57 54

仕掛品 53 53

原材料及び貯蔵品 164 177

その他 377 544

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 9,166 10,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,035 8,352

機械装置及び運搬具（純額） 592 477

土地 3,003 3,003

建設仮勘定 777 16

その他（純額） 800 707

有形固定資産合計 ※  13,208 ※  12,557

無形固定資産 256 304

投資その他の資産   

投資有価証券 377 403

差入保証金 575 581

長期預金 900 1,000

繰延税金資産 147 98

その他 510 581

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,502 2,657

固定資産合計 15,966 15,518

資産合計 25,133 25,838
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 1,029 1,224

1年内返済予定の長期借入金 628 750

未払法人税等 292 682

賞与引当金 288 520

その他 2,044 1,890

流動負債合計 4,283 5,068

固定負債   

長期借入金 489 692

その他 127 －

固定負債合計 616 692

負債合計 4,899 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 9,071 8,813

自己株式 △208 △208

株主資本合計 20,267 20,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 82

為替換算調整勘定 △24 △15

評価・換算差額等合計 △34 66

純資産合計 20,233 20,077

負債純資産合計 25,133 25,838
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 36,124

売上原価 15,927

売上総利益 20,196

販売費及び一般管理費 ※1  18,703

営業利益 1,493

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 5

保険配当金 7

その他 15

営業外収益合計 30

営業外費用  

支払利息 11

その他 3

営業外費用合計 14

経常利益 1,509

特別損失  

固定資産除却損 28

減損損失 12

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 1,469

法人税等 ※2  679

四半期純利益 789

12



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 12,553

売上原価 5,498

売上総利益 7,055

販売費及び一般管理費 ※1  6,345

営業利益 709

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

その他 2

営業外収益合計 4

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 710

特別損失  

固定資産除却損 0

減損損失 12

特別損失合計 12

税金等調整前四半期純利益 697

法人税等 ※2  311

四半期純利益 385
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１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 1,469

減価償却費 1,078

減損損失 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △231

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 11

固定資産除却損 28

売上債権の増減額（△は増加） △372

たな卸資産の増減額（△は増加） 10

仕入債務の増減額（△は減少） △194

その他 256

小計 2,060

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △911

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144

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 △1,465

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 △55

投資有価証券の取得による支出 △114

長期前払費用の取得による支出 △100

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 △22

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,727

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △525

リース債務の返済による支出 △20

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 △531

財務活動によるキャッシュ・フロー △876

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,467

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 ※  4,591
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１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３四半期連

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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１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

３四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３四半期連結会計期間末 
（平成21年１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、11,277百万円で

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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１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 4,652百万円 

 給料及び賞与 6,674百万円 

 賞与引当金繰入 160百万円 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１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 1,616百万円 

 給料及び賞与 2,134百万円 

 賞与引当金繰入 160百万円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１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21年1月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,811百万円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△220百万円 

現金及び現金同等物 4,591百万円 
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（株主資本等関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平

成21年１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          113,001株 

３．配当に関する事項 

   配当金支払額 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成21年１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３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成21年１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３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成21年１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 

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、支払いを行っておりま

す。 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年１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 1,523.46円 １株当たり純資産額 1,511.65円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 59.42円 １株当たり四半期純利益金額 29.01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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年１月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１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） 789 385 

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） 789 385 

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21年３月９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３四半期連結会計期間（平成20年11月

１日から平成21年１月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成21年１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21年１月31日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連

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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