
 

 

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１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 
 

当社は、平成29年５月15日に開示いたしました「平成29年12月期 第１四半期決算短信〔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１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成29年５月15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５月15日 配当支払開始予定日  ― 

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１四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31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１四半期 2,502 44.9 684 336.6 878 － 573 － 

28年12月期第１四半期 1,727 42.9 156 △49.1 △24 － △90 － 
 
(注) 包括利益 29年12月期第１四半期 591 百万円 ( － ％) 28年12月期第１四半期 △120 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 

29年12月期第１四半期 104.08 101.02 

28年12月期第１四半期 △16.63 － 

（注）28年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの 

   の、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

（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１四半期 10,754 3,916 36.4 

28年12月期 10,682 3,371 31.5 
 
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 3,910 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 －         

29年12月期(予想)   － － － － 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

(注) 当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日にお 

ける配当予想額は未定であります。  

  

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、通期は対前期、四半期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 

第２四半期(累計) 4,232 9.5 977 93.3 908 758.3 586 － 107.76 

通期 8,556 △3.5 1,939 22.3 1,825 26.4 1,177 36.7 216.49 

(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 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

（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１Ｑ 5,523,000株 28年12月期 5,505,000株 

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 3,007株 28年12月期 3,407株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 5,508,151株 28年12月期１Ｑ 5,433,821株 

  

※ 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。 
 また、当第１四半期連結累計期間における経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益の実績値につきまして
は、第２四半期連結累計期間の予想値を上回って推移しておりますが、その主な要因は、補助金収入231,240を計上し
たためです。平成29年12月期第２四半期連結累計期間及び平成29年12月期に係る連結業績予想について、業績予想値
の進捗では、前倒し傾向となっておりますが、現在精査中のため本資料では当初の連結業績予想を据え置いておりま
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１四半期連結会計期間 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,952,928 2,630,733 

  受取手形及び売掛金 2,530,506 1,869,502 

  商品及び製品 348,130 584,852 

  仕掛品 108,294 122,517 

  原材料及び貯蔵品 192,451 120,214 

  その他 219,476 197,547 

  貸倒引当金 △3,261 △2,509 

  流動資産合計 5,348,526 5,522,859 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,424,667 1,432,661 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,612,706 3,498,682 

   その他（純額） 114,334 107,665 

   建設仮勘定 506 11,314 

   有形固定資産合計 5,152,215 5,050,324 

  無形固定資産 23,050 22,833 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 6,831 6,831 

   その他 339,997 332,702 

   貸倒引当金 △188,481 △181,083 

   投資その他の資産合計 158,348 158,451 

  固定資産合計 5,333,614 5,231,609 

 資産合計 10,682,140 10,754,468 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 283,389 291,164 

  短期借入金 580,500 639,850 

  1年内返済予定の長期借入金 947,166 962,159 

  未払金 310,223 298,866 

  未払法人税等 422,030 321,569 

  賞与引当金 20,659 80,639 

  株主優待引当金 13,797 － 

  その他 415,032 189,410 

  流動負債合計 2,992,799 2,783,660 

 固定負債   

  長期借入金 3,620,126 3,399,039 

  繰延税金負債 643,648 604,312 

  その他 53,795 51,344 

  固定負債合計 4,317,570 4,054,697 

 負債合計 7,310,370 6,838,358 
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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１四半期連結会計期間 
(平成29年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 629,450 633,050 

  資本剰余金 629,440 633,040 

  利益剰余金 2,118,390 2,636,649 

  自己株式 △8,550 △7,720 

  株主資本合計 3,368,729 3,895,018 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △2,972 15,078 

  その他の包括利益累計額合計 △2,972 15,078 

 新株予約権 6,013 6,013 

 純資産合計 3,371,770 3,916,110 

負債純資産合計 10,682,140 10,754,468 
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年３月31日) 

売上高 1,727,721 2,502,646 

売上原価 1,366,829 1,552,128 

売上総利益 360,891 950,518 

販売費及び一般管理費 204,096 265,971 

営業利益 156,795 684,547 

営業外収益   

 受取利息 115 469 

 為替差益 － 2,269 

 補助金収入 － 231,240 

 受取手数料 839 759 

 貸倒引当金戻入額 － 7,397 

 その他 1,765 3,285 

 営業外収益合計 2,721 245,420 

営業外費用   

 支払利息 20,021 18,772 

 為替差損 93,920 － 

 シンジケートローン手数料 － 26,500 

 貸倒引当金繰入額 56,400 － 

 その他 13,523 6,048 

 営業外費用合計 183,866 51,320 

経常利益又は経常損失（△） △24,349 878,647 

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   

 固定資産圧縮損 9,715 － 

 特別損失合計 9,715 － 

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（△） 

△19,288 878,647 

法人税、住民税及び事業税 24,290 312,826 

法人税等調整額 46,780 △7,487 

法人税等合計 71,071 305,339 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,360 573,308 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

△90,360 573,308 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年３月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,360 573,308 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △29,717 18,051 

 その他の包括利益合計 △29,717 18,051 

四半期包括利益 △120,077 591,359 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △120,077 591,359 

 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１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成29年５月15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５月15日 配当支払開始予定日  ― 

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１四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31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１四半期 2,552 49.0 733 387.5 919 － 605 － 

28年12月期第１四半期 1,713 41.7 150 △51.2 25 △90.7 △37 － 
 
(注) 包括利益 29年12月期第１四半期 623 百万円 ( － ％) 28年12月期第１四半期 △67 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 

29年12月期第１四半期 109.97 106.74 

28年12月期第１四半期 △6.96 － 

（注）28年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの 

   の、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

（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１四半期 10,969 4,118 37.5 

28年12月期 10,859 3,541 32.6 
 
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 4,112 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 －         

29年12月期(予想)   － － － － 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

(注) 当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日にお 

ける配当予想額は未定であります。  

  

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、通期は対前期、四半期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 

第２四半期(累計) 4,232 9.1 977 93.0 908 481.7 586 792.2 107.76 

通期 8,556 △3.3 1,939 24.5 1,825 25.8 1,177 35.4 216.49 

(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 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

（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１Ｑ 5,523,000株 28年12月期 5,505,000株 

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 3,007株 28年12月期 3,407株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 5,508,151株 28年12月期１Ｑ 5,433,821株 

  

※ 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。 
 また、当第１四半期連結累計期間における経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益の実績値につきまして
は、第２四半期連結累計期間の予想値を上回って推移しておりますが、その主な要因は、補助金収入231,240を計上し
たためです。平成29年12月期第２四半期連結累計期間及び平成29年12月期に係る連結業績予想について、業績予想値
の進捗では、前倒し傾向となっておりますが、現在精査中のため本資料では当初の連結業績予想を据え置いておりま
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１四半期連結会計期間 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,952,928 2,630,733 

  受取手形及び売掛金 2,727,931 2,088,227 

  商品及び製品 361,110 584,852 

  仕掛品 132,598 122,517 

  原材料及び貯蔵品 134,801 120,214 

  その他 219,476 194,253 

  貸倒引当金 △3,261 △2,509 

  流動資産合計 5,525,586 5,738,290 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,424,667 1,432,661 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,612,706 3,498,682 

   その他（純額） 114,334 107,665 

   建設仮勘定 506 11,314 

   有形固定資産合計 5,152,215 5,050,324 

  無形固定資産 23,050 22,833 

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 6,831 6,831 

   その他 158,348 158,451 

   貸倒引当金 △6,831 △6,831 

   投資その他の資産合計 158,348 158,451 

  固定資産合計 5,333,614 5,231,609 

 資産合計 10,859,200 10,969,899 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 283,389 291,164 

  短期借入金 580,500 639,850 

  1年内返済予定の長期借入金 947,166 962,159 

  未払金 310,223 298,866 

  未払法人税等 426,823 335,033 

  賞与引当金 20,659 80,639 

  株主優待引当金 13,797 － 

  その他 417,779 189,410 

  流動負債合計 3,000,339 2,797,123 

 固定負債   

  長期借入金 3,620,126 3,399,039 

  繰延税金負債 643,648 604,312 

  その他 53,795 51,344 

  固定負債合計 4,317,570 4,054,697 

 負債合計 7,317,910 6,851,821 
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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１四半期連結会計期間 
(平成29年３月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 629,450 633,050 

  資本剰余金 629,440 633,040 

  利益剰余金 2,287,910 2,838,617 

  自己株式 △8,550 △7,720 

  株主資本合計 3,538,249 4,096,986 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △2,972 15,078 

  その他の包括利益累計額合計 △2,972 15,078 

 新株予約権 6,013 6,013 

 純資産合計 3,541,290 4,118,078 

負債純資産合計 10,859,200 10,969,899 
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年３月31日) 

売上高 1,713,292 2,552,630 

売上原価 1,358,830 1,553,595 

売上総利益 354,462 999,034 

販売費及び一般管理費 204,096 265,971 

営業利益 150,365 733,063 

営業外収益   

 受取利息 115 469 

 為替差益 － 2,269 

 補助金収入 － 231,240 

 受取手数料 839 759 

 その他 1,765 3,285 

 営業外収益合計 2,721 238,023 

営業外費用   

 支払利息 20,021 18,772 

 為替差損 93,920 － 

 シンジケートローン手数料 － 26,500 

 その他 13,523 6,048 

 営業外費用合計 127,466 51,320 

経常利益 25,620 919,765 

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   

 固定資産圧縮損 9,715 － 

 特別損失合計 9,715 － 

税金等調整前四半期純利益 30,681 919,765 

法人税、住民税及び事業税 22,164 321,497 

法人税等調整額 46,336 △7,487 

法人税等合計 68,501 314,009 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,819 605,756 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

△37,819 605,756 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年３月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,819 605,756 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △29,717 18,051 

 その他の包括利益合計 △29,717 18,051 

四半期包括利益 △67,536 623,807 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △67,536 623,807 

 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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