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Topics
トピックス

小売事業

　チャレンジャー北長岡店
平成21年4月1日オープン。
売場面積1,785㎡、駐車台数155台。
平成21年10月より業務スーパーを併設しました。

小売事業

　チャレンジャー新潟中央インター店
平成21年7月27日オープン。
売場面積2,050㎡、駐車台数480台。
当社が開発したショッピングセンター「オーシャンマ
ート」内に位置しています。
平成21年10月より業務スーパーを併設しました。

弁当給食事業

　千葉工場
平成21年12月稼働予定。
投資金額は約10億円、1日2万食の生産能力。
東京都内で販売している「こしひかり弁当」の専用工
場として、千葉県千葉市に建設しました。
これにより本格的に「こしひかり弁当」を展開してい
きます。

オーシャンシステム ニュース 新店舗及び新工場
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ごあいさつ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、

平素は格別のご高配、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

第32期中間株主通信をお届けするにあたりまして、ひとことご挨拶を申

し上げます。

当中間期は、各企業が低価格商品を多数投入する等、企業間の価格競争

が一層厳しさを増し、当社グループの業績は、売上高182億43百万円（前

年同期比3.5％増）、経常利益２億62百万円（前年同期比35.2％減）と、

大変厳しいものとなりました。

当社は「より良いものをより安く」の経営理念の下、お客様に支持され

る店作りと商品力の向上による経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

小売事業においては、小型店舗１店舗を閉鎖する一方で、大型店舗２店舗、小型店舗２店舗を新設することに

より、集客力の向上に努めました。

また、弁当給食事業においては、この12月には、予てよりの念願であった「こしひかり弁当」の専用工場（千

葉県千葉市）が竣工し、首都圏において弁当販売を拡大していく体制を整えることができました。

今後の景気見通しや個人消費の動向は引き続き厳しいものと思われますが、当中間期における投資を将来的な

成長基盤として育成するとともに、一層の経営努力により業績の改善、向上に邁進する所存です。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

平成21年12月

代表取締役社長

樋口　勤

Top Message
株主の皆様へ
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● 連結貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

【負債の部】
流動負債は、前期末に比べ4億73百万円

増加し、50億91百万円となりました。こ
れは、短期借入金が7億75百万円増加した
ことなどによります。
固定負債は、前期末に比べ４億17百万円

減少し、33億1百万円となりました。これ
は長期借入金が4億60百万円減少したこと
などによります。

【資産の部】
流動資産は、前期末に比べ2億84百万円

減少し、33億6百万円となりました。これ
は、現金及び預金が3億94百万円減少した
ことなどによります。
固定資産は、前期末に比べ3億41百万円

増加し、98億5百万円となりました。これ
は、店舗の新設に伴い建物及び構築物が3
億75百万円増加したことなどによります。

【純資産の部】
純資産は、前期末に比べ2百万円増加し、

47億19百万円となりました。これは、利益
剰余金が9百万円増加したことなどによりま
す。

科　目
当中間期

（2009年9月30日現在）
前中間期

（2008年9月30日現在）
前　期

（2009年3月31日現在）

資産の部

流動資産 3,306  3,332 3,590

固定資産 9,805  9,034 9,463

　有形固定資産 7,331  6,539 6,804

　無形固定資産 328  226 297

　投資その他の資産 2,145  2,268 2,361

資産合計 13,111 12,367 13,054

科　目
当中間期

（2009年9月30日現在）
前中間期

（2008年9月30日現在）
前　期

（2009年3月31日現在）

負債の部

流動負債 5,091  4,531 4,618

固定負債 3,301  3,116 3,718

負債合計 8,392 7,647 8,337

純資産の部

株主資本 4,782  4,747 4,772

　資本金 801  801 801

　資本剰余金 354  354 354

　利益剰余金 3,796  3,592 3,787

　自己株式 △ 170  ― △ 170

評価・換算差額等 △ 63  △ 27 △ 55

純資産合計 4,719 4,720 4,716

負債純資産合計 13,111 12,367 13,054

※連結貸借対照表の中間期は、第2四半期連結会計期間末をあらわします。
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【連結キャッシュ・フロー計算書】
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果支出した資金は57百万円となりました。収入の主な
内訳は、税金等調整前中間純利益が2億27百万円であり、支出の主な内
訳は、役員退職慰労引当金の減少額が2億91百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果支出した資金は5億28百万円となりました。収入の主
な内訳は、有形固定資産の売却による収入2億26百万円であり、支出の
主な内訳は、店舗の新設に伴う有形固定資産の取得による支出7億4百
万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果取得した資金は1億94百万円となりました。収入の主
な内訳は、短期借入金の増加額8億50百万円であり、支出の主な内訳
は、長期借入金の返済による支出5億34百万円であります。

Financial Statements
連結財務諸表

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

● 売上高（連結、単位：百万円） ● 経常利益（連結、単位：百万円） ● 中間（当期）純利益（連結、単位：百万円）

科　目
当中間期

2009年4月 1 日から
2009年9月30日まで

前中間期
2008年4月 1 日から
2008年9月30日まで

前　期
2008年4月 1 日から
2009年3月31日まで

売上高 18,243 17,627 35,170

売上原価 13,548  13,052 25,779

売上総利益 4,695  4,575 9,391

販売費及び一般管理費 4,469  4,195 8,356

営業利益 225 379 1,034

営業外収益 67  57 106

営業外費用 30  32 64

経常利益 262 404 1,076

特別利益 14  68 137

特別損失 49  203 425

税金等調整前中間（当期）純利益 227  269 787

法人税、住民税及び事業税 5  124 349

法人税等調整額 96  16 △ 3

中間（当期）純利益 125 127 441

科　目
当中間期

2009年4月 1 日から
2009年9月30日まで

前中間期
2008年4月 1 日から
2008年9月30日まで

前　期
2008年4月 1 日から
2009年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー △ 57 △ 152 851

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 528 △ 1,790 △ 2,443

財務活動によるキャッシュ･フロー 194 934 971

現金及び現金同等物の増減額 △ 391 △ 1,008 △ 620

現金及び現金同等物の期首残高 1,025 1,646 1,646

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 634 638 1,025

※連結損益計算書の中間期は、第2四半期連結累計期間をあらわします。

※連結キャッシュ･フロー計算書の中間期は、第2四半期連結累計期間をあらわします。
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Network
店舗ネットワーク（2009年9月30日現在）

● チャレンジャー 10
新潟県 ････････････････････････････････10 
● 業務スーパー 20
新潟県 ･････････････････････････････････ 5
福島県 ･････････････････････････････････ 3
茨城県 ･････････････････････････････････ 1
群馬県 ･････････････････････････････････ 3
宮城県 ･････････････････････････････････ 2
長野県 ･････････････････････････････････ 1
山形県 ･････････････････････････････････ 4
富山県 ･････････････････････････････････ 1
● プライスリーダー 1
新潟県 ･････････････････････････････････ 1
● エルジョイ 1
新潟県 ･････････････････････････････････ 1

● フレッシュランチ39 14
店舗　　新潟県 ･････････････････････････ 3
　　　　群馬県 ･････････････････････････ 1
　　　　北海道 ･････････････････････････ 1
　　　　茨城県 ･････････････････････････ 1
営業所　新潟県 ･････････････････････････ 3
　　　　群馬県 ･････････････････････････ 2
　　　　埼玉県 ･････････････････････････ 3
● ぐるめし本舗 1
新潟県 ･････････････････････････････････ 1
● こしひかり弁当 3
東京都 ･････････････････････････････････ 3

小売事業 32 弁当給食事業 18

● ヨシケイ新潟 11
● ヨシケイ群馬 3
● ヨシケイ北海道 2

宅配事業 16

● 海風亭　寺泊　日本海 ･････････････････ 1

旅館事業 1

チャレンジャー赤道店 フレッシュランチ39長岡店 ヨシケイ新潟　新潟支社 海風亭　寺泊　日本海

小売事業 弁当給食事業 宅配事業 旅館事業
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Company Data
会社情報･株式情報

● 会社概要（2009年9月30日現在）

社　　　名 株式会社オーシャンシステム
 （OCEAN SYSTEM CORPORATION）
本社所在地 〒955-0845
 新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
創　　　業 1955年（昭和30年）

設　　　立 1998年（平成10年）

 4月1日（グループ合併）

資　本　金 8億171万円
従 業 員 数 811名（連結）　803名（単体）
 （パート･アルバイト除く）

決　　　算 年１回（3月）

事 業 拠 点 小売事業 32店
 弁当給食事業 18拠店
 宅配事業 16営業所
 旅館事業 1店
関 係 会 社 株式会社サンキューオールジャパン

● 役 員（2009年9月30日現在）

代表取締役会長兼ＣＥＯ 樋　口　　　毅
代表取締役社長兼ＣＯＯ 樋　口　　　勤
取　締　役　相　談　役 樋　口　洋　平
取　　　　締　　　　役 古川原　英　彦
 中　嶋　庄　司
 橋　崎　健　吾
 桜　井　英　紀
 高　橋　保　志
 杉　田　仁　史
 水　谷　英　二
常 　 勤 　 監 　 査 　 役  渋　川　光　夫
監　　　　査　　　　役 捧　　　俊　雄
 野　嵜　久　雄

● 株式の状況（2009年9月30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
株主数  6,676名
単元株式数  100株

● 大株主（上位10名）（2009年9月30日現在）

● 所有者別分布状況（2009年9月30日現在）

株主名 持株数 出資比率
株 ％

㈱ひぐち 2,105,000 19.99
樋口洋平 1,263,000 11.99
樋口　毅 1,263,000 11.99
樋口　勤 1,263,000 11.99
㈱第四銀行 320,000 3.04
㈱北越銀行 301,000 2.86
オーシャンシステム従業員持株会 218,800 2.08
㈱マツヤ 167,000 1.59
安達成功 58,000 0.55   
新潟酒販㈱ 50,000 0.47
※出資比率は、発行済株式総数から自己株式（300,754株）を控除して算出しております。

●個人・その他
6,908,964株（63.78％）

●金融機関
641,100株（5.92％）

●証券会社
5,282株（0.05％）

 

●その他国内法人
2,936,600株（27.11％）

●外国法人等
40,300株（0.37％）

●自己名義株式
300,754株（2.77％）
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〒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

  株主メモ   株主優待制度のご案内

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
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。

【2】株主優待券（買物割引券）について
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。
●ご利用方法
1回のお買い上げ金額1,000円以上につき、1,000円ごとに1枚
（200円）利用いただけます。
※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。
●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
新潟県内在住の株主様には、本中間株主通信に同封して、株主優待
券（買物割引券）をお送りしております。新潟県以外に在住の株主
様には、平成21年12月上旬に、魚沼産コシヒカリを発送させて
いただく予定です。

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

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合
郵便物送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店
お取引の証券会社になります。 みずほ信託銀行株式会社

　本店及び全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
　本店及び全国各支店

ご注意
未払配当金の支払、支払明細発行に
ついては、右の「特別口座の場合」
の郵便物送付先・電話お問い合わせ
先・お取扱店をご利用ください。

単元未満の買取・買増以外の株式売
買はできません。
電子化前に名義書換を失念してお手
元に他人名義の株券がある場合は至
急ご連絡ください。

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。

○上場株式配当等の支払に関する通知書について
租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平
成21年12月にお支払いする配当金について株主様あてに「支払配当金額」や「源
泉徴収税額」等を記載した「支払通知書」を通知することとなりました。
配当金を配当金領収証にて受取られる株主様は来年の確定申告手続きに合わせて
平成21年末～平成22年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。
（なお、口座振込を指定されている株主様は配当金をお受取の際に送付されている
「配当金計算書」が「支払通知書」となりますので、引続き確定申告の際の添付資
料としてご使用ください。）

○株主様のご住所・お名前等に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管
振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等（いわゆる「外字」）が含
まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナ
に変換して、株主名簿に記録いたしております。
このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換
えられる場合がありますのでご了承ください。
株主様のご住所・お名前等として記録されている文字については、お取引の証券
会社等にお問い合わせください。
なお、特別口座にて管理させていただいております株主様には、平成21年2月に
「特別口座開設のご案内」をお送りしており、そのご案内の中のご注意事項で使用
文字の制限についてご案内しております。

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

見 本見 本

見 本見 本
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