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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,068 9.5 292 ― 280 ― 154 ―

23年3月期第3四半期 13,764 1.5 △117 ― △132 ― △82 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 146百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △92百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 9.80 ―

23年3月期第3四半期 △5.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 11,917 4,437 37.2
23年3月期 11,609 4,369 37.6

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  4,435百万円 23年3月期  4,367百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,000 9.5 350 ― 350 ― 190 ― 12.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しており、２月１日付けの四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。なお、業績予想の前提となる仮定その他の条件については、四半期決算短信（添付資料）３ページをご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 16,060,000 株 23年3月期 16,060,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 278,343 株 23年3月期 278,343 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,781,657 株 23年3月期3Q 15,782,842 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 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150億68百万円(前年同四半期は

137億64百万円）、営業利益2億92百万円（前年同四半期は営業損失1億17百万円）、経常利益2億

80百万円(前年同四半期は経常損失1億32百万円）、四半期純利益1億54百万円(前年同四半期は四

半期純損失82百万円）となりました。 

   

   
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産の部は、119億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8百万

円増加いたしました。主な要因は、売上債権の増加によるものであります。 

 負債の部では、前連結会計年度末比2億41百万円増加の74億80百万円となりました。主な要因

は、仕入債務及び借入金の増加によるものであります。 

 純資産の部では、前連結会計年度末比より67百万円増加の44億37百万円となりました。主な要

因は、当四半期純利益を1億54百万円計上し、配当金の支払いを78百万円おこなったことと、その

他有価証券評価差額金が7百万円減少したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フロー）  

 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1億45百万円

減少しましたので、12億48百万円となりました。 

 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2億51百万円の使用）となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、

減価償却費3億33百万円、たな卸資産の増減額1億22百万円、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8億85百万円であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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2億48百万円（前年同四

半期は2億92百万円の使用）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1億7百万円（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1億91百万円、配当金の支

払額79百万円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  
   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

    

   
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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

-4-

ボーソー油脂株式会社（2608）平成24年3月期　第３四半期決算短信



（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 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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 該当事項はありません。 

   

   

 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。  

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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