
 

 

 

 
平成 20 年５月 21 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム 

所 在 地 新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 樋口 毅 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３０９６）

問合せ先 取締役管理本部長 磯西雅夫 

電話番号 （０２５６）３３-３９８７（代表） 

 

 

(訂正)「平成 20 年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

2008 年 5 月 12 日に公表いたしました平成 20 年３月期決算短信の内容に、一部誤りがござい

ましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所はU下線Uを付して表示しております。 

 

記 



１．訂正箇所 

 

【１ページ】  

1. 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績 

（訂正前） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 20 年３月期 34,806 4.2 1,200 24.5 1,180 22.7 672 52.5 

 19 年３月期 33,415 △2.4 963 56.4 962 47.6 441 47.4 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
    経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 20 年３月期 U73U U73U ― ― 15.8 10.7 3.4 

 19 年３月期 48 82 ― ― 12.6 9.7 2.9  

 

（訂正後） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 20 年３月期 34,806 4.2 1,200 24.5 1,180 22.7 672 52.5 

 19 年３月期 33,415 △2.4 963 56.4 962 47.6 441 47.4 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
    経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 20 年３月期 U73U U89U ― ― 15.8 10.7 3.4 

 19 年３月期 48 82 ― ― 12.6 9.7 2.9  

 



【２ページ】 

(参考) 個別業績の概要 

1. 20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(1) 個別経営成績 

（訂正前） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期 34,407 4.3 1,140 25.4 1,129 23.2 629 44.6 

19 年３月期 32,981 △2.4 909 65.8 917 54.9 435 62.0 

 

 １株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

20 年３月期 U68U U97U ― ― 

19 年３月期 48 18 ― ― 

（訂正後） 

(％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期 34,407 4.3 1,140 25.4 1,129 23.2 629 44.6 

19 年３月期 32,981 △2.4 909 65.8 917 54.9 435 62.0 

 

 １株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

20 年３月期 U69U U12U ― ― 

19 年３月期 48 18 ― ― 

 



【48 ページ】 

（訂正前） 

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 406 円 44 銭 449 円  32 銭 

１株当たり当期純利益 48 円 82 銭 U73U円  U73U銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、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
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、記載してお
りません。 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度末 

(平成 20 年３月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,671,459 4,867,527 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,671,459 4,867,527 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,033 10,833 

普通株式の自己株式数(千株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株) 

9,033 10,833 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 441,068 672,576 

普通株式に係る当期純利益(千円) 441,068 672,576 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,033 U9,121U 



（訂正後） 

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 406 円 44 銭 449 円  32 銭 

１株当たり当期純利益 48 円 82 銭 U73U円  U89U銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、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
り当期純利益については、潜在株
式が存在しないため、記載してお
りません。 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度末 

(平成 20 年３月 31 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,671,459 4,867,527 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,671,459 4,867,527 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,033 10,833 

普通株式の自己株式数(千株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株) 

9,033 10,833 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 441,068 672,576 

普通株式に係る当期純利益(千円) 441,068 672,576 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,033 U9,102U 



【69 ページ】 

（訂正前） 

(１株当たり情報) 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 382 円 45 銭 425 円 30 銭 

１株当たり当期純利益 48 円 18 銭 U68U円 U97U銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、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

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

 （注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度末 

(平成 20 年３月 31 日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,454,693 4,607,306 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,454,693 4,607,306 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,033 10,833 

普通株式の自己株式数(千株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株) 

9,033 10,833 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 435,211 629,121 

普通株式に係る当期純利益(千円) 435,211 629,121 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,033 U9,121U 

 



（訂正後） 

(１株当たり情報) 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 382 円 45 銭 425 円 30 銭 

１株当たり当期純利益 48 円 18 銭 U69U円 U12U銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、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

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

 （注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度末 

(平成 20 年３月 31 日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,454,693 4,607,306 

普通株式に係る純資産額(千円) 3,454,693 4,607,306 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,033 10,833 

普通株式の自己株式数(千株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株) 

9,033 10,833 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31 日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 435,211 629,121 

普通株式に係る当期純利益(千円) 435,211 629,121 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,033 U9,102U 

 

以 上 

 


