
 

 

平成31年３月５日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 

代表者名 代表取締役社長     方   永義 

 （コード番号 ：3445   東証一部） 

問合せ先 取締役管理本部長   鈴木 正行 

 電 話  03-5709-7685 

 

 

(訂正)「平成29年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 
 

当社は、平成29年11月13日に開示いたしました「平成29年12月期 第３四半期決算短信〔日本基

準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成31年３月５日）付「過年度決算短信の一部訂

正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には  を

付して表示しております。 

 

 

以上 



 
 

(訂正後) 

 

 
  

 平成29年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
 

 平成29年11月13日 
 
上 場 会 社 名 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 3445 URL http://www.rs-tec.jp 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685 
 
四半期報告書提出予定日 平成29年11月13日 配当支払開始予定日 ー 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有    
 
四半期決算説明会開催の有無 ： 無      
  

 (百万円未満切捨て) 

１．平成29年12月期第３四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年９月30日） 

（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 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年12月期第３四半期 7,829 24.9 2,005 127.5 2,209 401.0 1,473 659.2 

28年12月期第３四半期 6,267 64.2 881 4.3 441 △28.5 194 75.9 
 
(注) 包括利益 29年12月期第３四半期 1,500 百万円( － ％)  28年12月期第３四半期 120 百万円( 40.2 ％) 
  

 
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 

29年12月期第３四半期 133.07 127.21 

28年12月期第３四半期 17.85 17.34 
    

 （注）平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額を算定しております。 

 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

29年12月期第３四半期 11,146 4,843 43.4 

28年12月期 10,682 3,371 31.5 
 
(参考) 自己資本 29年12月期第３四半期 4,837 百万円  28年12月期 3,365 百万円 
    

 

２．配当の状況 

 
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 

28年12月期 － 0.00 － 10.00 10.00 

29年12月期 － 0.00 －   

29年12月期(予想)    5.00 5.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
    

(注) 平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
  

３．平成29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 
 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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 9,450 6.6 2,550 60.9 2,650 83.5 1,630 89.3 147.60 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 
(注) 当社は、平成29年７月１日を効力発生日として、１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成29年12
月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して算定しております。 
  



 
 

※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 

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 
  

 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年12月期３Ｑ 11,134,000 株 28年12月期 11,010,000 株 

② 期末自己株式数 29年12月期３Ｑ 5,232 株 28年12月期 6,814 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期３Ｑ 11,072,056 株 28年12月期３Ｑ 10,870,197 株 

  
(注) 当社は、平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数並びに期中平均株式
数（四半期累計）を算定しております。 
  

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると
判断する前提に基づいたものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,952,928 2,728,889 

  受取手形及び売掛金 2,530,506 2,437,622 

  商品及び製品 348,130 381,557 

  仕掛品 108,294 157,985 

  原材料及び貯蔵品 192,451 193,373 

  その他 219,476 302,085 

  貸倒引当金 △3,261 △3,336 

  流動資産合計 5,348,526 6,198,178 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,424,667 1,410,274 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,612,706 3,253,476 

   その他（純額） 114,334 99,033 

   建設仮勘定 506 8,998 

   有形固定資産合計 5,152,215 4,771,782 

  無形固定資産 23,050 18,770 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 6,831 6,831 

   その他 339,997 316,807 

   貸倒引当金 △188,481 △166,287 

   投資その他の資産合計 158,348 157,351 

  固定資産合計 5,333,614 4,947,904 

 資産合計 10,682,140 11,146,082 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 283,389 335,403 

  短期借入金 580,500 241,150 

  1年内返済予定の長期借入金 947,166 957,674 

  未払金 310,223 332,100 

  未払法人税等 422,030 636,892 

  賞与引当金 20,659 142,339 

  株主優待引当金 13,797 － 

  その他 415,032 154,452 

  流動負債合計 2,992,799 2,800,013 

 固定負債   

  長期借入金 3,620,126 2,933,144 

  繰延税金負債 643,648 524,887 

  その他 53,795 44,464 

  固定負債合計 4,317,570 3,502,496 

 負債合計 7,310,370 6,302,510 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 629,450 641,850 

  資本剰余金 629,440 641,840 

  利益剰余金 2,118,390 3,536,664 

  自己株式 △8,550 △7,123 

  株主資本合計 3,368,729 4,813,231 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △2,972 24,328 

  その他の包括利益累計額合計 △2,972 24,328 

 新株予約権 6,013 6,013 

 純資産合計 3,371,770 4,843,572 

負債純資産合計 10,682,140 11,146,082 
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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28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 6,267,110 7,829,515 

売上原価 4,709,846 4,907,389 

売上総利益 1,557,264 2,922,125 

販売費及び一般管理費 675,726 916,352 

営業利益 881,537 2,005,773 

営業外収益   

 受取利息 940 1,401 

 為替差益 － 19,615 

 補助金収入 16,017 233,981 

 受取手数料 1,982 1,811 

 貸倒引当金戻入額 － 22,193 

 その他 7,469 11,698 

 営業外収益合計 26,409 290,701 

営業外費用   

 支払利息 57,120 53,900 

 為替差損 344,519 － 

 シンジケートローン手数料 － 26,500 

 貸倒引当金繰入額 41,604 － 

 その他 23,650 6,279 

 営業外費用合計 466,894 86,679 

経常利益 441,052 2,209,795 

特別利益   

 国庫補助金収入 14,776 － 

 特別利益合計 14,776 － 

特別損失   

 固定資産除却損 573 － 

 固定資産圧縮損 9,715 － 

 特別損失合計 10,289 － 

税金等調整前四半期純利益 445,539 2,209,795 

法人税、住民税及び事業税 217,640 778,491 

法人税等調整額 33,834 △42,018 

法人税等合計 251,475 736,472 

四半期純利益 194,064 1,473,322 

親会社株主に帰属する四半期純利益 194,064 1,473,322 
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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28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年９月30日) 

四半期純利益 194,064 1,473,322 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △74,036 27,300 

 その他の包括利益合計 △74,036 27,300 

四半期包括利益 120,027 1,500,623 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 120,027 1,500,623 

 非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 該当事項はありません。 

 

 



 
 

(訂正前) 

 

 
  

 平成29年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
 

 平成29年11月13日 
 
上 場 会 社 名 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 3445 URL http://www.rs-tec.jp 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685 
 
四半期報告書提出予定日 平成29年11月13日 配当支払開始予定日 ー 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有    
 
四半期決算説明会開催の有無 ： 無      
  

 (百万円未満切捨て) 

１．平成29年12月期第３四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年９月30日） 

（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 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年12月期第３四半期 7,874 25.6 2,069 132.3 2,251 357.7 1,501 519.8 

28年12月期第３四半期 6,271 60.3 890 5.0 491 △31.7 242 14.0 
 
(注) 包括利益 29年12月期第３四半期 1,528 百万円( 808.7 ％)  28年12月期第３四半期 168 百万円( △10.4 ％) 
  

 
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 

29年12月期第３四半期 135.62 129.65 

28年12月期第３四半期 22.29 21.64 
    

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

29年12月期第３四半期 11,362 5,041 44.3 

28年12月期 10,859 3,541 32.6 
 
(参考) 自己資本 29年12月期第３四半期 5,035 百万円  28年12月期 3,535 百万円 
  

 
  

２．配当の状況 

 
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 

28年12月期 － 0.00 － 10.00 10.00 
29年12月期 － 0.00 －   

29年12月期(予想)    5.00 5.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
    

(注) 平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
  

３．平成29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 
 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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 9,450 6.8 2,550 63.7 2,650 82.7 1,630 87.4 147.60 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 
(注) 当社は、平成29年７月１日を効力発生日として、１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成29年12
月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して算定しております。 
  



 
 

※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 

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 
  

 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年12月期３Ｑ 11,134,000 株 28年12月期 11,010,000 株 

② 期末自己株式数 29年12月期３Ｑ 5,232 株 28年12月期 6,814 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期３Ｑ 11,072,056 株 28年12月期３Ｑ 10,870,197 株 

  
(注) 当社は、平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数並びに期中平均株式
数（四半期累計）を算定しております。 
  

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると
判断する前提に基づいたものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,952,928 2,728,889 

  受取手形及び売掛金 2,727,931 2,659,129 

  商品及び製品 361,110 380,421 

  仕掛品 132,598 157,985 

  原材料及び貯蔵品 134,801 193,373 

  その他 219,476 297,695 

  貸倒引当金 △3,261 △3,336 

  流動資産合計 5,525,586 6,414,158 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,424,667 1,410,274 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,612,706 3,253,476 

   その他（純額） 114,334 99,033 

   建設仮勘定 506 8,998 

   有形固定資産合計 5,152,215 4,771,782 

  無形固定資産 23,050 18,770 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 6,831 6,831 

   その他 158,348 157,351 

   貸倒引当金 △6,831 △6,831 

   投資その他の資産合計 158,348 157,351 

  固定資産合計 5,333,614 4,947,904 

 資産合計 10,859,200 11,362,062 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 283,389 335,403 

  短期借入金 580,500 241,150 

  1年内返済予定の長期借入金 947,166 957,674 

  未払金 310,223 332,100 

  未払法人税等 426,823 655,091 

  賞与引当金 20,659 142,339 

  株主優待引当金 13,797 － 

  その他 417,779 154,452 

  流動負債合計 3,000,339 2,818,212 

 固定負債   

  長期借入金 3,620,126 2,933,144 

  繰延税金負債 643,648 524,887 

  その他 53,795 44,464 

  固定負債合計 4,317,570 3,502,496 

 負債合計 7,317,910 6,320,708 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 629,450 641,850 

  資本剰余金 629,440 641,840 

  利益剰余金 2,287,910 3,734,445 

  自己株式 △8,550 △7,123 

  株主資本合計 3,538,249 5,011,012 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △2,972 24,328 

  その他の包括利益累計額合計 △2,972 24,328 

 新株予約権 6,013 6,013 

 純資産合計 3,541,290 5,041,353 

負債純資産合計 10,859,200 11,362,062 
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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28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 6,271,203 7,874,146 

売上原価 4,704,726 4,888,159 

売上総利益 1,566,477 2,985,987 

販売費及び一般管理費 675,726 916,352 

営業利益 890,751 2,069,634 

営業外収益   

 受取利息 940 1,401 

 為替差益 － 19,615 

 補助金収入 16,017 233,981 

 受取手数料 1,982 1,811 

 その他 7,469 11,698 

 営業外収益合計 26,409 268,508 

営業外費用   

 支払利息 57,120 53,900 

 為替差損 344,519 － 

 シンジケートローン手数料 － 26,500 

 その他 23,650 6,279 

 営業外費用合計 425,289 86,679 

経常利益 491,870 2,251,462 

特別利益   

 国庫補助金収入 14,776 － 

 特別利益合計 14,776 － 

特別損失   

 固定資産除却損 573 － 

 固定資産圧縮損 9,715 － 

 特別損失合計 10,289 － 

税金等調整前四半期純利益 496,357 2,251,462 

法人税、住民税及び事業税 220,686 791,897 

法人税等調整額 33,390 △42,018 

法人税等合計 254,076 749,878 

四半期純利益 242,280 1,501,584 

親会社株主に帰属する四半期純利益 242,280 1,501,584 
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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28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年９月30日) 

四半期純利益 242,280 1,501,584 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △74,036 27,300 

 その他の包括利益合計 △74,036 27,300 

四半期包括利益 168,243 1,528,885 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 168,243 1,528,885 

 非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 該当事項はありません。 
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