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　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　日頃のご愛顧に感謝申し上げますとともに、当期の活動についてご報告さ
せていただきます。

当期のふりかえり
　当期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧が徐々に進むなど、緩やか
な回復傾向がみられるものの、長期化する円高・デフレ傾向により、景気は依然不
透明な状況にあります。食品小売業界におきましても、消費者の低価格志向や節約
志向は依然として根強く、企業間競争の激化などにより厳しい経営環境が続いてお
ります。
　この様な状況の下、当社グループは消費者目線に立った経営を心掛け、「安全・
安心」で低価格な食品、サービスの提供に取り組んで参りました。「業務スーパー」
部門につきましては、東北地方の復興需要により売上高は順調に推移致しました。
当期においては既存エリア内に4店舗を出店し、新たに取得した秋田県エリア内に、
1店舗を出店するなど営業エリアの拡大を図って参りました。また、「フレッシュ
ランチ39（事業所向け宅配弁当）」につきましては、弁当容器のリニューアルやメ
ニュー表の刷新など、お客様満足度の向上に取り組みました。
　以上の結果、当期の売上高は402億90百万円（前期比6.2％増）、営業利益は9
億48百万円（前期比18.3％増）、経常利益は10億7百万円（前期比13.9％増）、
当期純利益は4億67百万円（前期比57.2%増）となりました。
　今後も既存事業の拡大を行いながら、将来の収益事業に発展させるための事業の
確立に向けた取り組みを行って参ります。株主の皆様におかれましては、今後とも
変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

2012年6月代表取締役社長　樋口　勤
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● 売上高
　 （連結、単位：百万円）

● 経常利益
　 （連結、単位：百万円）

● 当期純利益
　 （連結、単位：百万円）

■ セグメント概況
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To Our Shareholders 株主の皆様へ
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2011 2012

10 11 12 1 2 3 4

南光台店（2011.12）
�仙台市に2店舗目がオープン。復
興にあわせ東北地区での活動を
広げています。

富山堀川店（2012.3）
◦�富山県に2店舗目がオープン。住宅地に立地

し、家族連れのお客様などで賑わっています。

本荘鶴沼店（2012.3）
◦�秋田県に初出店しました。東北での更なる

知名度の向上を狙います。特徴ある業務商
品と地域にあわせた品ぞろえを強化してい
く予定です。

百米日本橋本石町店
（2012.4）

◦�百米直営店の2店舗目がオープンしました。
元気なスタッフがお客様をお迎えいたし
ます。

学校向け弁当提供開始（2012.4）
◦�これまで培ってきたノウハウや生産力を生

かし、JTBと連携し首都圏の学校向けに「生
徒参加型食育弁当」の提供を開始しました。

宅配新メニュー開始（2012.2）
◦�栄養バランスの良い食事ができるように、

カロリー計算された「ヘルシーメニュー」
の提供により、健康志向のお客様にもより対応できる
ようになりました。

◦�野菜等をあらかじめカットして
提供する「楽メニュー」を、A
メニューにも導入（新潟県内の
み）。ご好評頂いております。

主な取り組み

長岡工場炊飯ライン稼動
（2012.1）
�長岡工場で新たに炊飯ラインを設け、
よりフレッシュな
お弁当の提供と、
生産拠点の分散に
よるリスク軽減を
図りました。
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■連結貸借対照表 　� （単位：百万円）

科　目
当　期

（2012年3月31日現在）
前　期

（2011年3月31日現在）

資産の部

流動資産 3,580 3,224

固定資産 10,357 10,388

　有形固定資産 7,837 7,788

　無形固定資産 395 378

　投資その他の資産 2,124 2,221

資産合計 13,938 13,613

科　目
当　期

（2012年3月31日現在）
前　期

（2011年3月31日現在）

負債の部

流動負債 5,475 5,045

固定負債 3,637 3,861

負債合計 9,112 8,907

純資産の部

株主資本 4,858 4,748

　資本金 801 801

　資本剰余金 366 366

　利益剰余金 4,441 4,084

　自己株式 △751 △503

その他の包括利益累計額 △33 △42

純資産合計 4,825 4,706

負債純資産合計 13,938 13,613

●当期の概況
連結損益計算書
　�　売上高402億90百万円（前期比6.2％増）、営業利益9億48百万円（前期比18.3％増）、経常利益10億7百万円（前期比13.9％増）、
当期純利益4億67百万円（前期比57.2％増）となりました。
連結貸借対照表
　　当期末における純資産合計は48億25百万円となり、前期末より1億19百万円増加となりました。
連結キャッシュ・フロー計算書
　　前期より法人税等の支払額が6億6百万円増加などが影響し、営業キャッシュ・フローは前期より8億89百万円減少となりました。
EPS（1株当たり当期純利益）
　　EPSは46円90銭となり、前期より18円61銭増加となりました。
ROE、ROA
　　ROE（自己資本当期純利益率）は9.8％、ROA（総資産経常利益率）は7.3％となりました。

Financial Statements 連結財務諸表
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●ROA（総資産経常利益率）

■連結損益計算書� （単位：百万円） ■連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

科　目
当　期

2011年4月 1 日から（2012年3月31日まで）
前　期

2010年4月 1 日から（2011年3月31日まで）
売上高 40,290 37,929
売上原価 29,905 28,070
売上総利益 10,385 9,859
販売費及び一般管理費 9,437 9,057
営業利益 948 801
営業外収益 117 144
営業外費用 58 61
経常利益 1,007 884
特別利益 165 6
特別損失 226 298
税金等調整前当期純利益 946 592
法人税、住民税及び事業税 380 419
法人税等調整額 97 △124
少数株主損益調整前当期純利益 467 297
当期純利益 467 297
包括利益 476 329

科　目
当　期

2011年4月 1 日から（2012年3月31日まで）
前　期

2010年4月 1 日から（2011年3月31日まで）
営業活動による
キャッシュ・フロー 881 1,770

投資活動による
キャッシュ・フロー △637 △587

財務活動による
キャッシュ・フロー △67 △1,608

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 176 △425

現金及び現金同等物の
期首残高 710 1,135

現金及び現金同等物の
期末残高 886 710

●EPS（1株当たり当期純利益）
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●ROE（自己資本当期純利益率）
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工場に入る前に、手
洗いをした後、エア
シャワーを浴びて、
埃や塵などを払い落
します。

目視による検品に加
え、金属探知機でお
弁当の中に金属など
が入っていないかを
よく確認し、製造年
月日などが印字され
たシールを自動で貼
り付けます。

誌上工場見学！　〜百米千葉工場〜
毎日届けられるお弁当はどの様に作られているのでしょうか？
普段なかなか見る事の出来ない、工場の様子を誌上でご紹介いたします。

炊飯工程 美味しいお米を更に美味しく！

千葉工場では3-C�HACCAP
の認証を受け、より安全、安心
なお弁当を提供出来るように
なりました。

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Special Feature 特集

仕込み・
調理工程

バラエティ豊かな食材を更に美味しく！

エアーシャワー

お米洗浄気泡
発生装置

炊き上げ釜
ホールドライン

泡状の水でお米を洗
浄します。洗浄時の欠
けや傷を防ぐことが出
来ます。

洗浄されたお米は窯
の中のラインをゆっく
り流れる事で、炊きあ
げられます。

炊きあげられたお米
は、ご飯のトレイに自
動的に盛り付けられま
す。

炊飯釜反転機

金属探知自動
印字シール装置

丁寧に下ごしらえされた食材はメ
ニューに応じて、焼く、揚げるなど
の加工が行われます。

フライヤー装置

調理した食材を「真空冷却機」で
真空にすることで、常温に戻します。
おかずはバットにまとめられ、1つ
1つのお弁当トレイに丁寧に盛り
付けられます。

真空冷却機
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■会社概要（2012年3月31日現在）

■大株主（上位10名）（2012年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率
株 ％

㈱ひぐち 2,711,000 27.54
樋口　勤 1,263,000 12.83
樋口洋平 960,000 9.75
㈱第四銀行 320,000 3.25
㈱北越銀行 301,000 3.06
樋口　毅 300,000 3.05
オーシャンシステム従業員持株会 237,300 2.41
㈱マツヤ 185,000 1.88
安達成功 58,500 0.59
㈱HKY 51,900 0.53

（注）1.  当社は自己株式988,892株保有しておりますが、上記大株主から除外し
ております。

2.  持株比率は自己株式を控除して計算しております。

社 名

本店所在地

創 業
設 立
資 本 金
従 業 員 数

事 業 拠 点

関 連 会 社

■株式の状況（2012年3月31日現在）

発行可能株式総数 35,740,000株
発行済株式総数 10,833,000株
 （自己株式988,892株含む）

株主数 15,292名
単元株式数 100株

株式会社オーシャンシステム
（OCEAN SYSTEM CORPORATION）
〒955－0845
新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
1963年（昭和38年）　 6月
1978年（昭和53年）11月1日
8億171万円
765名（連結）　743名（単体）

（嘱託・契約社員・パート・アルバイトは除く）
小売事業 42店舗
弁当給食事業
　工　場 8工場
　販売所 6箇所
　営業所 8箇所
宅配事業
　営業所 17箇所
旅館、その他外食事業 2店舗
株式会社サンキューオールジャパン
株式会社フーディー

■役�員（2012年6月22日現在）

代 表 取 締 役 社 長
常 務 取 締 役

取 締 役

社 外 取 締 役
取 締 役 相 談 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役

樋　口　　　勤
中　嶋　庄　司
古川原　英　彦
桜　井　英　紀
高　橋　保　志
宮　嶋　大　造
小　野　純　平
堀　　　幸　二
樋　口　勝　人
杉　田　仁　史
水　谷　英　二
樋　口　洋　平
渋　川　光　夫
捧　　　俊　雄
野　嵜　久　雄

■所有者別分布状況（2012年3月31日現在）

●証券会社
1,442株
（0.01%）

●金融機関
626,300株
（5.78%）

●自己名義株式
988,892株
（9.13%）

●外国法人等
500株
（0.00%）

●個人・その他
5,746,566株
（53.05%）

●その他の国内法人
3,469,300株
（32.03%）

Company Data 会社概要 Stock Information 株式の状況
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下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを
実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力を
お願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　3096

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株
主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 ａ２mediaについての詳
細　http://www.a2media.co.jp）※ご回答内容は統計資料としてのみ使用さ
せていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

株主メモ 株主優待制度のご案内

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日

剰余金の配当基準日 3月31日
（中間配当を行う場合は9月30日）

定時株主総会 毎年6月下旬
単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

公告方法
電子公告（http://www.ocean-system.com）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による
公告をすることができない場合には、日本経済新聞に
掲載して行います。

当社では、株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝の意を込めて、年2
回の株主優待制度を設けております。
【1】優待内容
毎年3月31日現在及び9月30日現在の株主名簿に記載または記録された
100株以上の当社株式を保有する株主様を対象といたします。
株主名簿の記載住所及びご所有株式数に応じて優待内容が異なります。
※�記載住所は基準日現在に株主名簿に記載または記録された住所とさせて
いただきます。

新潟県内在住の株主様 左記以外の株主様
ご所有株式数：100株～999株

◉株主ご優待券
　（買物割引券）
　3,000円分
　200円券（15枚　���）

◉魚沼産
　コシヒカリ
　5kg

ご所有株式数：1,000株以上
◉株主ご優待券
　（買物割引券）
　10,000円分
　200円券（50枚　���）

◉魚沼産
　コシヒカリ
　10kg

【2】株主ご優待券（買物割引券）について
●ご利用方法
　�1回のお買上金額1,000円以上につき、1,000円ごとに各1枚（200
円）利用いただけます。
　※本券はたばこ、商品券、宅配便送料等にはご利用いただけません。
●ご利用可能店舗
　�チャレンジャー、業務スーパー、エルジョイ、プライスリーダー、海風
亭�寺泊�日本海、ヨシケイ新潟
　（いずれも新潟県内の店舗・営業所に限ります。）
　※なお、当社直営でないテナントでは一部利用いただけない店舗もございます。
●対象株主様ご利用可能期間
　3月31日現在の株主様　　　　翌年1月31日まで
　9月30日現在の株主様　　　　翌年7月31日まで
【3】贈呈時期
新潟県内のご住所で登録されている株主様には、本株主通信・決議ご通知に
同封して、株主ご優待券（買物割引券）をお送りしております。新潟県以
外のご住所で登録されている株主様には、2012年6月末～7月頃に魚沼産
コシヒカリを発送させていただく予定です。
なお、魚沼産コシヒカリがお手元に届きましたら、お早めにお召し上がり
いただきますよう、お願い申し上げます。

見　本

見　本

見　本

見　本

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
TEL 0256-33-3987　FAX 0256-35-2573
http://www.ocean-system.com

株式事務手続きについて
株式事務に関する各種手続き（住所変更、配当金の振込先指定、単元未満株式の買
取・買増請求等）のお問合せ先は、次のとおりとなっております。
■証券会社等の口座に記録された株式に関するお問合せ先
　お取引のある証券会社等へお問合せください。
■特別口座に記録された株式に関するお問合せ先
　みずほ信託銀行株式会社（特別口座管理機関）へお問合せください。
　　　　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
　　　　電話�70120-288-324
※未払い配当金について
　�未払い配当金につきましては、上記いずれの場合も当社株主名簿管理人のみずほ
信託銀行株式会社へお問合せください。


