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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83期

第３四半期連結
累計期間

第84期
第３四半期連結
累計期間

第83期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（千円） 13,764,32015,068,58618,269,405

経常利益又は経常損失（△)（千

円）
△132,215 280,664△76,264

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△)（千円）
△82,908 154,633△112,554

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△92,986 146,375△128,259

純資産額（千円） 4,407,7824,437,4514,369,984

総資産額（千円） 11,871,75111,917,87611,609,084

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△)（円）

△5.25 9.80 △7.13

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（％） 37.11 37.22 37.62

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△251,933 △5,164 141,836

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△292,295△248,250△287,938

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
71,095 107,780△130,215

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,197,4681,248,6501,394,285

　

回次
第83期

第３四半期連結
会計期間

第84期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△)

（円）

△0.46 4.08

　（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。

　４．第83期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　 

EDINET提出書類

ボーソー油脂株式会社(E00430)

四半期報告書

 2/18



２【事業の内容】

当第３四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３四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３四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】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災直後のサプライチェーンの混乱や企業の生産活

動の停滞から回復傾向となりましたが、デフレ環境のもとで消費自粛ムードの広がりなどから個人消費の低迷が続

くとともに、欧州の債務問題や円高の長期化などから、先行き不透明な状況で推移いたしました。

植物油業界におきましては、これまで騰勢を強めてきた海外原料穀物価格が高止まりする一方で、油脂需要の低

迷から販売競争が激化するなど厳しい経営環境となりました。

こうした状況のなかで、当社グループも主力の船橋工場が被災し、液状化の影響による一部の生産設備の損傷か

ら一時操業を停止しておりましたが、総力を挙げて復旧に取組み4月4日には操業を再開するとともに、夏場の電力

規制についても、より合理的な対策を追求し、当期間の業績への影響を最小限に抑えることができました。

製品別の売上高は、主力の油脂製品では、油脂需要の低迷を受けて販売数量は減少いたしましたが、製品価格の上

昇により売上高は増加となりました。なお、連産品の油粕製品につきましては、販売数量は増加いたしましたが、製

品価格が低下したため売上高は若干の減少となりました。

　また、利益面におきましては、コストの上昇に見合った油脂製品価格の改定が一定程度進んだことに加えて、全社

的なコスト削減の取組みを一層強化したことなどから前年同期に比べ大幅な改善を図ることができました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の営業成績は、売上高は15,068百万円(前年同四半期は13,764百万円）、経常

利益280百万円(前年同四半期は経常損失132百万円）、四半期純利益154百万円(前年同四半期は四半期純損失82百

万円）となりました。

　なお、当社グループの事業は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。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高より145百万円減少しましたので、

1,248百万円となりました。　

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は5百万円（前年同四半期は251百万円の使

用）となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益279百万円、減価償却費333百万円、たな卸資産の増減

額122百万円、仕入債務の増減額83百万円、主な減少は、売上債権の増減額885百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は248百万円（前年同四半期は292百万円の使

用）となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は107百万円（前年同四半期は71百万円の獲

得）となりました。これは主に借入金による収入191百万円、配当金の支払額79百万円によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、105百万円であります。

　なお、当第３四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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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 24,000,000

計 24,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年2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 16,060,000 16,060,000
㈱東京証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は1,000株であ

ります。

計 16,060,000 16,060,000 － －

（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
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

－ 16,060 － 1,351,300 － 814,596

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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（平成23年９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】

 平成23年12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） 普通株式    278,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,733,000 15,733 －

単元未満株式 普通株式     49,000 － －

発行済株式総数 16,060,000 － －

総株主の議決権 － 15,733 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年12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

（％）

ボーソー油脂㈱

東京都中央区日本橋

本石町四丁目５番１

２号

278,000 － 278,000 1.73

計 － 278,000 － 278,000 1.73

　

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

　

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３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人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：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,484,403 1,338,769

受取手形及び売掛金 3,392,727 4,278,103

商品及び製品 610,034 508,631

仕掛品 216,004 327,928

原材料及び貯蔵品 1,088,285 955,253

その他 250,733 106,421

貸倒引当金 △3,667 △4,801

流動資産合計 7,038,520 7,510,306

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 496,194 506,381

機械装置及び運搬具（純額） 1,862,140 1,668,328

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 44,513 42,030

建設仮勘定 15,405 25,609

有形固定資産合計 3,925,221 3,749,317

無形固定資産 58,828 55,483

投資その他の資産

投資有価証券 155,726 141,984

その他 434,076 464,070

貸倒引当金 △3,289 △3,286

投資その他の資産合計 586,513 602,768

固定資産合計 4,570,563 4,407,570

資産合計 11,609,084 11,917,876
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,360,338 ※2
 3,443,912

短期借入金 1,470,350 1,475,550

未払法人税等 7,603 50,061

賞与引当金 116,793 61,503

災害損失引当金 61,737 －

その他 445,834 531,428

流動負債合計 5,462,657 5,562,456

固定負債

長期借入金 778,900 965,200

退職給付引当金 505,775 518,715

役員退職慰労引当金 160,708 162,739

負ののれん 10,556 9,822

その他 320,502 261,491

固定負債合計 1,776,442 1,917,968

負債合計 7,239,099 7,480,424

純資産の部

株主資本

資本金 1,351,300 1,351,300

資本剰余金 814,596 814,596

利益剰余金 2,230,391 2,306,116

自己株式 △49,313 △49,313

株主資本合計 4,346,974 4,422,700

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,696 12,921

その他の包括利益累計額合計 20,696 12,921

少数株主持分 2,312 1,829

純資産合計 4,369,984 4,437,451

負債純資産合計 11,609,084 11,917,876
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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３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 13,764,320 15,068,586

売上原価 12,126,744 13,072,131

売上総利益 1,637,575 1,996,455

販売費及び一般管理費 1,754,794 1,703,661

営業利益又は営業損失（△） △117,219 292,793

営業外収益

受取利息 934 619

受取配当金 2,706 2,606

負ののれん償却額 734 734

受取手数料 4,846 1,162

受取保険料 408 6,546

その他 13,930 14,836

営業外収益合計 23,560 26,506

営業外費用

支払利息 35,213 35,420

持分法による投資損失 504 170

その他 2,837 3,045

営業外費用合計 38,556 38,636

経常利益又は経常損失（△） △132,215 280,664

特別損失

固定資産除却損 4,017 935

投資有価証券評価損 7,707 －

特別損失合計 11,724 935

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△143,939 279,728

法人税、住民税及び事業税 12,232 52,916

法人税等還付税額 － △18,507

法人税等調整額 △73,145 91,168

法人税等合計 △60,912 125,577

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△83,026 154,151

少数株主損失（△） △118 △482

四半期純利益又は四半期純損失（△） △82,908 154,633
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△83,026 154,151

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,959 △7,775

その他の包括利益合計 △9,959 △7,775

四半期包括利益 △92,986 146,375

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △92,867 146,858

少数株主に係る四半期包括利益 △118 △482
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△143,939 279,728

減価償却費 320,227 333,964

負ののれん償却額 △734 △734

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,187 12,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,791 △55,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,137 2,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 912 1,130

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △61,737

持分法による投資損益（△は益） 504 170

受取利息及び受取配当金 △3,640 △3,225

支払利息 35,213 35,420

固定資産除却損 4,017 935

投資有価証券評価損益（△は益） 7,707 －

売上債権の増減額（△は増加） △817,873 △885,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,771 122,510

仕入債務の増減額（△は減少） 615,028 83,574

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,917 53,292

未払費用の増減額（△は減少） △3,672 52,899

その他 6,577 46,023

小計 △149,101 18,258

利息及び配当金の受取額 3,630 3,221

利息の支払額 △35,262 △35,606

法人税等の支払額 △71,199 8,961

営業活動によるキャッシュ・フロー △251,933 △5,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,023 △1,044

有形固定資産の取得による支出 △315,409 △208,638

無形固定資産の取得による支出 － △2,370

貸付けによる支出 － △3,000

貸付金の回収による収入 3,120 2,250

その他 21,017 △35,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △292,295 △248,250
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,131,000 2,726,000

短期借入金の返済による支出 △1,063,250 △2,648,250

長期借入れによる収入 405,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △325,700 △336,250

自己株式の取得による支出 △106 －

配当金の支払額 △79,199 △79,301

その他 3,351 △4,418

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,095 107,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △473,133 △145,634

現金及び現金同等物の期首残高 1,670,602 1,394,285

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,197,468

※
 1,248,650
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び

復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は従来の40％から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解

消が見込まれる一時差異等については、37％に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差

異等については35％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は

8,844千円増加、法人税等調整額は7,850千円減少、その他有価証券評価差額金は993千円増加しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

　１．受取手形割引高は、     50,506千円であります。

受取手形裏書譲渡高は、 18,361千円であります。

　１．受取手形割引高は、    55,180千円であります。

受取手形裏書譲渡高は、5,476千円であります。

　────

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当第３四半期連結会計期間末日満期

手形の金額は、次のとおりであります。

支払手形 6,736千円

割引手形 179,907千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,287,586

預入期間が３か月を超える定期預金 △90,118

現金及び現金同等物 1,197,468

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,338,769

預入期間が３か月を超える定期預金 △90,118

現金及び現金同等物 1,248,650
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 78,915 5.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 78,908 5.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める油脂部門及びそ

の副産物である油粕部門の製造及び販売事業の割合が、いずれも90％を超えているため、セグメント情報

の記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める油脂部門及びそ

の副産物である油粕部門の製造及び販売事業の割合が、いずれも90％を超えているため、セグメント情報

の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又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△5円25銭 9円80銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△)

（千円）
△82,908 154,633

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△)（千円）
△82,908 154,633

普通株式の期中平均株式数（株） 15,782,842 15,781,657

　（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 

平成24年2月1日

ボーソー油脂株式会社

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 金城　保　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田島　幹也　　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」に掲げられているボーソー油脂株式

会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12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、四半期連結キャッシュ

・フロー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、ボーソー油脂株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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