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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】

回次
第45期

第１四半期連結
累計期間

第46期
第１四半期連結

累計期間
第45期

会計期間
自2016年５月１日
至2016年７月31日

自2017年５月１日
至2017年７月31日

自2016年５月１日
至2017年４月30日

売上高 （百万円） 12,377 12,703 50,720

経常利益 （百万円） 663 791 3,064

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 468 518 2,084

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 456 513 2,129

純資産額 （百万円） 24,969 26,305 26,403

総資産額 （百万円） 30,307 31,994 32,848

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 17.65 19.51 78.48

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 （％） 82.4 82.2 80.4

　（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、消費税等は含んでおりません。

　　　　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。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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１四半期連結累計期間（2017年５月１日～2017年７月31日）におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善

を背景に緩やかな回復基調で推移しましたが、海外経済の不確実性の高まりから、依然として不透明な状況が続い

ております。

　中食・惣菜業界におきましては、食のライフラインとして認知されることで成長を続けており、大手企業の参入

や独自のメニュー開発、設備投資が活発化しております。消費者のニーズも「美味しいものを食べたいから惣菜を

買う」時代へと変化しております。

　このような状況の中、当社は「The Mirai Salad Company」として、日本の食の未来を考え、「野菜」や「サラ

ダ」を通してそうざいの可能性を追求し、“食と健康”という新たな価値創造に取り組んでまいりました。また、

ゴールデンウィークや母の日などハレの日に合わせた高付加価値商品、素材や調理法にこだわった季節商品の販売

強化に取り組みました。さらに、翌日以降に召し上がることができるストック料理の提案を行い、当日に召し上

がっていただく今日のそうざいにプラスもう一品お買い求めいただけるよう努めてきました。

 

　ブランド別の売上は次のとおりであります。

 

ブランド

2017年４月期

第１四半期（連結）

2018年４月期

第１四半期（連結） 対前期比

売上 構成比 売上 構成比

  百万円 ％ 百万円 ％ ％

 サラダ 4,715 38.1 4,607 36.3 97.7

ＲＦ１ フライ 1,896 15.3 1,811 14.2 95.6

 その他そうざい 1,721 13.9 1,840 14.5 106.9

 小計 8,332 67.3 8,259 65.0 99.1

グリーン・グルメ  1,603 12.9 2,026 16.0 126.4

いとはん 916 7.4 919 7.2 100.3

神戸コロッケ 713 5.8 716 5.6 100.5

ベジテリア  404 3.3 404 3.2 99.9

融合  300 2.4 305 2.4 101.5

その他  105 0.9 72 0.6 68.5

合計 12,377 100.0 12,703 100.0 102.6
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　主なブランド別の概況は次のとおりであります。

　「ＲＦ１」ブランドにおきましては、「食と健康」をテーマに、適正な糖質摂取を心がけることで、血糖値の上

昇を緩やかにする「ロカボ」という食生活提案を行いました。また「季節」「特別感」「家族と」「贈る」をキー

ワードにハレの日に合わせたサラダや料理の提案が多くのお客様に支持されました。その結果、売上高は8,259百

万円（前年同期比0.9％減）となりました。

 

　「グリーン・グルメ」ブランドにおきましては、セレクトショップとして「ＲＦ１」ブランドのサラダを中心と

した品揃えに、「いとはん」ブランド、「融合」ブランドのサラダ・料理の販売強化を行いました。また、第43期

より進めておりました「ＲＦ１」ブランドから「グリーン・グルメ」ブランドへの業態変更の影響により、売上高

263百万円がＲＦ１からグリーン・グルメの売上高となりました。その結果、売上高は2,026百万円（前年同期比

26.4％増）となりました。

 

　「いとはん」ブランドにおきましては、「この国の人　この国の食」をテーマに、現代の食卓に新しい美味しさ

や発見のある和食を提案しました。また、四季を表現する季節性の高い素材を活用した商品や、買い合わせしやす

いおかずの販売を強化しました。その結果、売上高は919百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

 

　「神戸コロッケ」ブランドにおきましては、コロッケを中心とした品揃え強化策を継続して実施するとともに、

神戸開港１５０年販促として創業時の味を再現したコロッケなどの展開を行いました。その結果、売上高は716百

万円（前年同期比0.5％増）となりました。

 

　「ベジテリア」ブランドにおきましては、「ＫＥＮＫＯサポート」をテーマに、野菜ジュースの新規顧客獲得を

めざし、飲みやすく改良した野菜ジュースの強化に取り組みました。その結果、売上高は404百万円（前年同期比

0.1％減）となりました。

 

　「融合」ブランドにおきましては、「あれも、これも、それも融合がいい」をテーマに「野菜と肉」を切り口に

して、サラダと料理の買い合わせや、食卓の広がりにつながる点心や野菜料理などの訴求を行いました。その結

果、売上高は305百万円（前年同期比1.5％増）となりました。

 

　この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高12,703百万円（前年同期比2.6％増）、

営業利益766百万円（前年同期比20.2％増）、経常利益791百万円（前年同期比19.2％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益518百万円（前年同期比10.5％増）となりました。

 

　なお、当社グループはそうざい事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

　（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、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。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は45百万円であります。なお、当第１四

半期連結累計期間において、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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(5）経営成績に重要な影響を与える要因

　当第１四半期連結累計期間において、新たに経営成績に重要な影響を与える事象は発生しておりません。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループは、主に百貨店との売上に関する契約等に基づき安定的に売上金の回収を行っております。また、

直営店におきましては現金販売が中心となっているため、早期にキャッシュの回収を行うことができ、それにより

仕入及び人件費の支払に関する運転資金は売上金の回収から得られたキャッシュから支出可能な状況にあります。
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第３【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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2017年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（2017年９月13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   26,788,748    26,788,748
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計    26,788,748   26,788,748 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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）

 2017年５月１日～

 2017年７月31日
－ 26,788,748 － 5,544 － 5,861

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四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（2017年４月30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】

2017年７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　　 228,600
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　26,548,000 265,480 －

単元未満株式 普通株式　　　12,148 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 26,788,748 － －

総株主の議決権 － 265,480 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれ

ております。また、「議決権の数」の欄には当該株式に係る議決権の数24個が含まれております。

　　　２．「単元未満株式」の「株式数」の欄には自己株式99株が含まれております。

②【自己株式等】

2017年７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
228,600 － 228,600 0.85

計 － 228,600 － 228,600 0.85

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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）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、第１四半期連結会計期間（2017年５月１日から

2017年７月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2017年５月１日から2017年７月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任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）

 
前連結会計年度
(2017年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2017年７月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,409 12,801

売掛金 4,285 4,248

製品 58 58

仕掛品 75 80

原材料及び貯蔵品 420 356

その他 555 406

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 18,804 17,951

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,808 6,870

土地 2,948 2,948

その他（純額） 2,367 2,363

有形固定資産合計 12,123 12,182

無形固定資産   

その他 237 208

無形固定資産合計 237 208

投資その他の資産   

その他 1,692 1,662

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 1,682 1,652

固定資産合計 14,043 14,043

資産合計 32,848 31,994

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,257 1,227

1年内返済予定の長期借入金 6 6

未払法人税等 737 178

賞与引当金 725 333

その他 3,000 3,168

流動負債合計 5,727 4,913

固定負債   

長期借入金 118 116

その他 600 658

固定負債合計 718 775

負債合計 6,445 5,689
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2017年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2017年７月31日)

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 15,063 14,971

自己株式 △211 △211

株主資本合計 26,257 26,165

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 90 84

為替換算調整勘定 54 55

その他の包括利益累計額合計 145 140

純資産合計 26,403 26,305

負債純資産合計 32,848 31,994
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2016年５月１日
　至　2016年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2017年５月１日
　至　2017年７月31日)

売上高 12,377 12,703

売上原価 5,070 5,108

売上総利益 7,306 7,595

販売費及び一般管理費 6,668 6,828

営業利益 637 766

営業外収益   

受取配当金 4 4

保険配当金 11 17

為替差益 5 －

その他 5 3

営業外収益合計 26 25

営業外費用   

その他 0 1

営業外費用合計 0 1

経常利益 663 791

税金等調整前四半期純利益 663 791

法人税等 194 272

四半期純利益 468 518

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 468 518
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2016年５月１日
　至　2016年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2017年５月１日
　至　2017年７月31日)

四半期純利益 468 518

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △5

為替換算調整勘定 △11 0

その他の包括利益合計 △12 △4

四半期包括利益 456 513

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 456 513

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2016年５月１日
至　2016年７月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2017年５月１日
至　2017年７月31日）

減価償却費 376百万円 388百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2016年５月１日　至　2016年７月31日）

配当金支払額

 
（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

2016年７月28日

定時株主総会
普通株式 424 32 2016年４月30日 2016年７月29日 利益剰余金

（注）当社は、2016年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施してお

りますが、上記の１株当たり配当額は株式分割前の株式数を基準としております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2017年５月１日　至　2017年７月31日）

配当金支払額

 
（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

2017年７月27日

定時株主総会
普通株式 610 23 2017年４月30日 2017年７月28日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2016年５月１日　至　2016年７月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　2017年５月１日　至　2017年７月31日）

当社グループは、そうざい事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2016年５月１日
至　2016年７月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2017年５月１日
至　2017年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額 17円65銭 19円51銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額　

（百万円）
468 518

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
468 518

普通株式の期中平均株式数（株） 26,560,166 26,560,049

（注）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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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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  

 

  2017年９月４日

株式会社ロック・フィールド
 

 

取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊東　昌一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川添　健史　　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2017年５月１日から2018年４月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2017年５月１日か
ら2017年７月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2017年５月１日から2017年７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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、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四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論
　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2017年７月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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。

 

利害関係

　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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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