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熊本県で栽培されている特産品の赤なすは、非常に太く長さが約30ｃｍもあ
り、柔らかな弾力で、ほんのりとした優しい甘みと風味が特徴。塩水に漬けるこ
とで赤なすの余分な水分を抜き、その後オリーブオイルでマリネすることでふっ
くらした食感に仕上げました。旬の素材をしっかりと楽しめるよう、味付けは塩
とオリーブオイルでシンプルにし、素材の旨みを引き立てています。販売期間
は7月29日～8月11日までの約2週間だけの限定商品です。

発行　株式会社ロック・フィールド
神戸ヘッドオフィス　〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町15-2
　　　　　　　　  TEL.078-435-2800（代表）

株主名簿管理人、特別口座の口座管理機関／三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先／〒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
　　　　TEL.0120-094-777（通話料無料）���������������������������

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

熊本県産「赤なす」のサラダ 
岩塩&オリーブオイル仕立て
レモン香るフランス産岩塩の塩ソース

【アール・エフ・ワン】

BRAND NEW! 新メニューのご紹介

100ｇ ￥562（税込）

※商品の販売期間については変更される場合があります。商品の取り扱いの有無や数量は店舗によって異なります。あらかじめご了承ください。

開発者VOICE

早瀬 達秋

このサラダを作るにあたりこだわったのは、なすの品種の選定
です。なすは品種が多く個性豊かで、日本国内だけでも約70種
類あると言われており、購買担当者とともにいろんな品種を食
べ比べて、素材の味・果肉の食感がサラダにピッタリなこの赤な
すを選びました。ピクルスや葉野菜と一緒に食べる、夏の熱い時
期にオススメのサラダです！　



ど品揃えをさらに強化してまいります。また、生活圏立
地への積極的な出店や卸取引の拡大に向けた取り組
みを行うことで、お客様の課題解決に繋がるマーケッ
トの創造を図ってまいります。併せて、創業以来培って
きた調理技術を活用し、料理メニューの強化として、
既存のチルド温度帯に加え、冷凍食品の企画・開発の
強化と生産体制の構築に取り組み、商品・カテゴリー
の育成を行ってまいります。
　経営体質の強化としては、デジタルを活用した間接
業務の効率化や、ファクトリーでの機械化・少人化など
の設備投資による生産性向上を図ってまいります。

ROCK FIELD REPORT● 0201 私たちは、SOZAIへの情熱と自ら変革する行動力をもって、豊かなライフスタイルの創造に貢献します。理念
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　第49期は、前期末から引き続き新型コロナウイルス
感染症の影響により景気は著しく悪化し、当社が出店
する百貨店・駅ビルも休業する中での大変厳しいス
タートとなりました。昨年5月の最初の緊急事態宣言解
除後は、感染拡大防止策と経済活動との両立が図ら
れてきたものの、自粛緩和や変異株の発生に伴う感染
拡大を繰り返し、先行き不透明な状況が続きました。
　中食・惣菜業界におきましては、ライフスタイルの変
化に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響による
巣ごもり消費によって、ご自宅での食事の機会が増え
中食需要は増加しているものの、外食企業や飲食店
のテイクアウト参入、フードデリバリーの急激な需要増
加など、業態の垣根を越えた競争が激化しております。
　このような状況の中、当社は、コロナ禍においてもご
来店いただいたお客様がより安心・安全で、速やかにお
買物を完結できるようパック商品の品揃えを強化する
とともに、ご自宅での食事の機会が増えたことによる中
食需要の拡大をチャンスと捉え、日持ちのする商品とし
てキットサラダに加えて料理キットの品揃えを増やすな
ど、新たな生活様式の下においても人とのつながりや
楽しさを感じられる食卓提案を行いました。また、ＥＣ・
デジタルを活用し、昨年11月には会員サイト構築として
「ROCK FIELD MEMBERS」を立ち上げ、店頭販

売商品のＷＥＢ予約とオンラインショップをより利用し
やすくリニューアルすることで、お客様の利便性向上
を図りました。
　併せて、第49期は“有事モード”の経営計画として、
固定費の削減や商品アイテム数の集約、店舗での廃
棄ロス削減などをはじめとする抜本的なコスト構造の
見直しを軸とした経営体質の強化に取り組んだ結果、
営業利益は前期を上回ることができました。

　本年４月25日に発出された３度目の緊急事態宣言
により、5月から始まった第50期も依然として先行き不
透明な状況が続いておりますが、社会環境や働き方・
消費行動などが大きく変化していることを踏まえ、今
期は未来を見据えた中長期的な取り組みとして「成長
戦略の推進」と「経営体質の強化」を推し進めてまい
ります。
　成長戦略の推進としては、「ROCK F IELD 
MEMBERS」を通してデジタルを活用したお客様接
点の創出や予約取り置きサービスの充実によってリア
ル店舗の強みを今まで以上に引き出すとともに、オン
ラインショップでは冷凍食品の単品販売を開始するな
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代表取締役社長古塚 孝志

　また、持続可能な社会の実現に向けて、これまで理
念・価値観に基づいて継続してきた環境、健康、地域・
コミュニティとの共創を当社が事業を通じて積極的に
取り組むべき重点領域と定め、SDGsに繋がる取り組
みをさらに進化・加速させてまいります。そして、包装
資材の使用量削減や環境対応素材への見直し、店舗
におけるフードロス削減を推進するとともに、新たな商
品・サービスの提案など事業を通じた社会課題の解
決に貢献していきたいと考えております。 
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親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,107百万円43,762百万円 1,165百万円
（単位：百万円） ■ 通期（単位：百万円） ■ 通期 （単位：百万円） ■ 通期
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　併せて、第49期は“有事モード”の経営計画として、
固定費の削減や商品アイテム数の集約、店舗での廃
棄ロス削減などをはじめとする抜本的なコスト構造の
見直しを軸とした経営体質の強化に取り組んだ結果、
営業利益は前期を上回ることができました。

　本年４月25日に発出された３度目の緊急事態宣言
により、5月から始まった第50期も依然として先行き不
透明な状況が続いておりますが、社会環境や働き方・
消費行動などが大きく変化していることを踏まえ、今
期は未来を見据えた中長期的な取り組みとして「成長
戦略の推進」と「経営体質の強化」を推し進めてまい
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　成長戦略の推進としては、「ROCK F IELD 
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自己資本比率 79.8％
1株当たり純資産 1,060.38円〈　　　　〉第49期末

連結貸借対照表の概要

第49期

■ 増加　■ 減少

13,018

営業活動
キャッシュ・フロー
2,763

投資活動
キャッシュ・
フロー
△2,499

財務活動
キャッシュ・
フロー
△733

現金及び
現金同等物に係る
換算差額
5

現金及び
現金同等物
の期首残高
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現金同等物の
期末残高

13,483

連結キャッシュ・フローの増減要因
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未来に向けた飛躍を
第49回定時株主総会　決議ご通知

　第50期は当社にとって節目の年であり、来年6月に
は創業50周年を迎えます。創業当時と比べると、この
半世紀の間に食の外部化が進み、家庭における惣菜
の役割は大きく変化してきましたが、さらに今、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により内食へ回帰するな
ど、食の世界は一層の変革期を迎えています。
　中食市場の成長と合わせて当社が今日まで成長し
てこられたのは、常に時代の変化を大きなチャンスと
捉え、社会の様々な課題に対して果敢にチャレンジし、
解決策を提案するソリューション型企業であったから
だと考えています。コロナ禍で先が見えにくい今だから
こそ、これまでの商品・売り方だけを武器にするのでは
なく、当社の強みを活かしつつ、絶えず先を見据え、こ
れからの新しい時代に求められるSOZAIは何なの
か、まだ見えないニーズや時代の求めるモノ・コトを考
え、スピード感をもって行動し、未来を切り拓いていき
たいと思います。
　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご
支援、ご愛顧、ご協力をお願い申しあげます。

2021年7月

2021年7月28日開催の当社第49回定時株主総会にお
いて、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通
知申しあげます。

記

本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

第1号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につ
き11円と決定いたしました。

第2号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の今後の新たな事
業展開に備えることを目的として、当社定款第2条（目的）
について、事業目的を追加し、所要の変更を行いました。

第3号議案　取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩田弘三、古
塚孝志、細見俊宏、遠藤宏、中野勘治、門上武司、松村
はるみの7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、中野勘治、門上武司、松村はるみの3氏は社外取
締役であります。

第4号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に奥田実氏が
再選され、就任いたしました。
なお、奥田実氏は社外監査役であります。

以上

　また、持続可能な社会の実現に向けて、これまで理
念・価値観に基づいて継続してきた環境、健康、地域・
コミュニティとの共創を当社が事業を通じて積極的に
取り組むべき重点領域と定め、SDGsに繋がる取り組
みをさらに進化・加速させてまいります。そして、包装
資材の使用量削減や環境対応素材への見直し、店舗
におけるフードロス削減を推進するとともに、新たな商
品・サービスの提案など事業を通じた社会課題の解
決に貢献していきたいと考えております。 

報告事項

決議事項

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

第49期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

第49期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）
計算書類報告の件

1.

2.
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「おうちで楽しむバレンタイン」や「テーブル
に春を招いて。」をテーマに、コロナ禍により
外出・外食を控える傾向にある中、イベントの
華やかさや季節感を味わえる彩りの良いサラ
ダ・料理などを食卓シーンとともに提案しま
した。

【アール・エフ・ワン】

142
店舗

海老ときのこソースのアヒージョ風サラダ

百万円
（前期比9.0％減）
27,572売上高

セレクトショップとして、「ＲＦ１」ブランドの
サラダを中心に「いとはん」・「融合」ブランド
のサラダ・料理の販売強化を行うとともに、歳
時記やイベントに合わせた品揃えにより、食
卓に季節感をお届けする商品の提案を行い
ました。

65
店舗

香ばし焼き筍とヤリイカのサラダ

百万円
（前期比0.9％減）
8,339売上高

「旬を、冒険しよう。」をテーマに、「焼きかぼ
ちゃとアボカドの和さらだ」など毎月その時
期の特別な味わいの素材を意外な素材と組
み合わせた商品を展開するとともに、強みで
ある出汁を活かした新商品「雑穀焼きおにぎ
りのだし茶漬け」の提案を行いました。

26
店舗

焼きかぼちゃとアボカドの和さらだ

百万円
（前期比12.3％減）
3,030売上高

「黒毛和牛のビーフコロッケ」など定番商品
の素材と製法を改めて見直し、素材の旨みや
食感がより際立つようおいしさを追求すると
ともに、アスパラガス・里芋・れんこん・筍など
香りや食感が特徴的な季節の素材を活かし
たコロッケの提案を行いました。

34
店舗

北海道産アスパラガスのコロッケ

百万円
（前期比11.1％減）
2,401売上高

「きれいなカラダ、飲む野菜。」をテーマに、不
足しがちな野菜や果物を手軽に摂れる
ジュース、スープの提案や、「静岡のとうもろ
こし　甘々娘」や「博多あまおう＆白桃」など
旬の素材の甘みや
香りを 活 かした
ジュースの提案を
行いました。

33
店舗

10
店舗

博多あまおう＆白桃

百万円 百万円
（前期比35.3％減）
784売上高

東南アジアの食文化のエッセンスを取り入れ
ながら日本の食卓にも合うテイストに仕上げ
たサラダや料理を提案するとともに、「スパイ
スの重なりを楽しもう。」をテーマに、「辛みと
旨みが絶妙　芳醇スパイスのよだれ鶏」などス
パイスを駆使した料理の提案を行いました。

（前期比6.3％減）
897売上高

【グリーン・グルメ】 【いとはん】

【神戸コロッケ】 【融合】【ベジテリア】
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ロック・フィールド
オンラインショップが
便利になりました

ROCK FIELD ONLINE SHOPのご利用には、ROCK FIELD MEMBERSの会員登録が必要です。

　お客様のお声をもとに、2021年6月より素材
や製法にこだわった冷凍食品の単品販売をス
タートいたしました。
　商品ラインナップは、コロッケやグラタン、ハン
バーグ、スープなど約20品。お好きなものをお好
きなだけ、おひとつからでもご購入が可能です。
冷凍庫にストックしておけば、温めて盛りつける
だけで、まるでレストランのような本格的なメ
ニューが手軽にお楽しみいただけます。

“いっぴん買い”スタート！

おひとつから購入可！

※北海道、沖縄への配送については、6,000円以上の
　お買い上げで、一律１，100円（税込）の送料となります。

ぜひこの機会にお試しください

その他、ギフトにおすすめの
期間限定のセット商品も取り揃えています

6,000円以上(税込)のご購入で、
送料無料キャンペーン実施中！

登録は
こちらから！

N E W S

辛みと旨みが絶妙
芳醇スパイスの
よだれ鶏

期間
限定
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店頭販売だけでなく
インターネット販売
が増加し、キットサラ
ダの生産量が増え
てきています。

ミキシングライン
ライン長 川島啓輔

　素材の鮮度アップのため、
大根・にんじん・長芋などの皮
むきを行う生産ラインを第4棟
に集約し、専用のエリアを設
置。野菜の洗浄や皮むきの
機械化を図り、増産体制を整
えました。

　1991年5月に「人にやさしく　自然にやさしく　地球にやさしく」をコンセプトとした静岡ファクトリー第1棟が竣工してから
約30年。“静岡ファクトリーの集大成”として、昨年10月8日に環境配慮型ファクトリーの進化と将来の事業拡大に向けた
生産能力の増強を目的とした第４棟が竣工しました。
　静岡ファクトリーは、当社の価値観「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、環境」を具
現化するファクトリーとして、周辺環境との調和を考えた緑化を推進しつつ、生産工程
で使用した水を風力エネルギーで浄化しビオトープに循環させることでより自然に近い
状態に戻すなど、過去から継続的に環境に対する取り組みを進めてきました。そしてこ
の度、持続可能な社会の実現に向け、新たに太陽光発電設備の新設と風力発電設
備のリニューアルを行い、また一歩、環境に優しいファクトリーとして前進しました。

T
O
P
IC

S

静岡ファクトリー第４棟 ココに
注目！

POINT1進化ポイント

第3棟屋上に
太陽光パネルを

設置！

POINT2進化ポイント

風車の
リニューアルで
発電容量が

2倍に！

POINT3進化ポイント

素材の力を
最大限に

引き出す商品作り

　第1棟から第4棟までの生産ラインを
再構築し、生産した商品の保管エリアか
ら出荷エリアの間をつなぐ自動搬送装置
を導入するなど、生産性を高めています。
店舗ではサラダを販売する際に複数の
素材パーツを組み合わせて1つの商品を
作っていますが、店舗での商品調製作業
の負荷軽減のため、ファクトリーであらか
じめ商品の種類ごとに袋詰めし、商品名
称をわかりやすく表示してから店舗に発
送できるように変更しました。

POINT5進化ポイント

機械化・自動化で
生産性を向上

　スムーズに生産現場に向かえるよ
う、エアシャワーや手洗いなどの衛生
確認ができる入館口を第４棟にも設
け、衛生管理をさらに強化しました。
第４棟増設にあわせて既存棟の改
修を進め、従業員が気持ちよく働き
始められるように、ユニフォームに着
替えるロッカールームの環境改善を
行いました。

POINT6進化ポイント
もっと働きやすく！
従業員満足の向上

　共働き世帯の増加やコロナ禍
におけるライフスタイルの変化に
よって、家庭における惣菜の存在
感が増し、中食への期待がますま
す大きくなっています。第４棟の竣
工により生産能力は従来の1.5倍
に拡大。なかでも、キットサラダは包
装を機械化し、ニーズの高まりに応
えていきます。

POINT4進化ポイント

中食市場の変化に
対応して

キットサラダ増産へ！

素材の鮮度はロック・
フィールドの競争力！最後
の仕上げは人の手で、丁
寧に行っています。

ベジタブルライン
ライン長 田中健史

©Shigeo Ogawa

ファクトリーでの出荷効率
を高めるだけでなく、店舗
の業務にも貢献できてい
ることが嬉しいです。さらに
改良し、お客様にもより喜
んでいただける仕事をして
いきます。

アッセンブリライン
ライン長 原一寿



REPORT

ROCK
FIELD

0012

第49期のご報告

2020年5月1日～2021年4月30日

REPORT

ROCK
FIELD

株主
通信

証券コード：2910

熊本県で栽培されている特産品の赤なすは、非常に太く長さが約30ｃｍもあ
り、柔らかな弾力で、ほんのりとした優しい甘みと風味が特徴。塩水に漬けるこ
とで赤なすの余分な水分を抜き、その後オリーブオイルでマリネすることでふっ
くらした食感に仕上げました。旬の素材をしっかりと楽しめるよう、味付けは塩
とオリーブオイルでシンプルにし、素材の旨みを引き立てています。販売期間
は7月29日～8月11日までの約2週間だけの限定商品です。

発行　株式会社ロック・フィールド
神戸ヘッドオフィス　〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町15-2
　　　　　　　　  TEL.078-435-2800（代表）

株主名簿管理人、特別口座の口座管理機関／三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先／〒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
　　　　TEL.0120-094-777（通話料無料）���������������������������

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

熊本県産「赤なす」のサラダ 
岩塩&オリーブオイル仕立て
レモン香るフランス産岩塩の塩ソース

【アール・エフ・ワン】

BRAND NEW! 新メニューのご紹介

100ｇ ￥562（税込）

※商品の販売期間については変更される場合があります。商品の取り扱いの有無や数量は店舗によって異なります。あらかじめご了承ください。

開発者VOICE

早瀬 達秋

このサラダを作るにあたりこだわったのは、なすの品種の選定
です。なすは品種が多く個性豊かで、日本国内だけでも約70種
類あると言われており、購買担当者とともにいろんな品種を食
べ比べて、素材の味・果肉の食感がサラダにピッタリなこの赤な
すを選びました。ピクルスや葉野菜と一緒に食べる、夏の熱い時
期にオススメのサラダです！　


