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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６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 ％

2021年12月期第２四半期 15,559 23.0 2,464 △4.5 3,662 26.4 630 △62.6

2020年12月期第２四半期 12,653 1.1 2,580 △6.3 2,898 △0.8 1,686 △2.1
(注)包括利益 2021年12月期第２四半期 2,267百万円( 25.6％) 2020年12月期第２四半期 1,805百万円( △0.8％)
　

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

2021年12月期第２四半期 48.77 47.71

2020年12月期第２四半期 131.27 129.09
　

（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 ％

2021年12月期第２四半期 71,014 47,805 34.8

2020年12月期 58,750 40,365 40.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 24,719百万円 2020年12月期 23,765百万円
　

　

　

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

2020年12月期 － 0.00 － 20.00 20.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期(予想) － 20.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
連結業績予想に関する序文

(％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 31,600 23.6 6,100 34.7 7,300 39.0 3,100 9.7 240.51
(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)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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) 2021年12月期２Ｑ 12,928,100株 2020年12月期 12,928,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 487株 2020年12月期 427株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 12,927,639株 2020年12月期２Ｑ 12,851,235株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。

（四半期決算補足資料及び四半期決算説明会内容の入手方法について）
　当社は、2021年８月26日（木）にアナリスト及び機関投資家向け説明会を開催する予定です。当日使用する説
明会資料は、開催後速やかにＴＤｎｅｔで開示する予定です。
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２．四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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,082,234 24,465,127

受取手形及び売掛金 6,321,264 7,418,077

商品及び製品 2,116,070 1,765,280

仕掛品 1,413,875 1,529,425

原材料及び貯蔵品 1,236,014 1,837,434

その他 2,481,099 2,930,474

貸倒引当金 △24,028 △58,039

流動資産合計 32,626,531 39,887,781

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,060,835 11,540,749

機械装置及び運搬具（純額） 6,671,191 12,599,762

その他（純額） 2,339,393 2,326,490

建設仮勘定 4,074,229 429,300

有形固定資産合計 24,145,649 26,896,303

無形固定資産

のれん 348,201 284,556

その他 178,955 221,151

無形固定資産合計 527,157 505,708

投資その他の資産

その他 1,451,062 3,724,730

投資その他の資産合計 1,451,062 3,724,730

固定資産合計 26,123,869 31,126,742

資産合計 58,750,401 71,014,524

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,871,460 3,148,561

短期借入金 121,110 1,114,840

1年内返済予定の長期借入金 1,401,517 2,141,157

未払金 3,731,657 4,282,113

未払法人税等 740,197 1,128,183

賞与引当金 368,783 480,079

その他 3,395,955 1,263,950

流動負債合計 12,630,681 13,558,886

固定負債

長期借入金 1,613,437 5,369,365

役員退職慰労引当金 5,749 6,249

退職給付に係る負債 2,302 2,210

繰延税金負債 230,484 477,644

その他 3,902,028 3,794,258

固定負債合計 5,754,002 9,649,728

負債合計 18,384,684 23,208,614
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,438,329 5,438,329

資本剰余金 5,429,695 4,940,265

利益剰余金 13,281,456 13,653,294

自己株式 △1,209 △1,616

株主資本合計 24,148,271 24,030,272

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,082 －

為替換算調整勘定 △380,408 689,094

その他の包括利益累計額合計 △382,491 689,094

新株予約権 156,022 185,882

非支配株主持分 16,443,914 22,900,660

純資産合計 40,365,716 47,805,909

負債純資産合計 58,750,401 71,014,524
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 12,653,186 15,559,840

売上原価 8,491,272 10,700,214

売上総利益 4,161,913 4,859,625

販売費及び一般管理費 1,581,011 2,395,013

営業利益 2,580,902 2,464,612

営業外収益

受取利息 192,232 98,132

持分法による投資利益 － 6,614

為替差益 110,328 22,750

補助金収入 35,833 1,102,054

その他 31,620 16,425

営業外収益合計 370,015 1,245,976

営業外費用

支払利息 33,176 33,521

その他 19,486 14,395

営業外費用合計 52,662 47,917

経常利益 2,898,254 3,662,672

特別損失

株式報酬費用 － 1,372,890

特別損失合計 － 1,372,890

税金等調整前四半期純利益 2,898,254 2,289,781

法人税、住民税及び事業税 660,968 1,976,889

法人税等調整額 △80,448 147,543

法人税等合計 580,519 2,124,433

四半期純利益 2,317,735 165,348

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

630,790 △465,142

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,686,944 630,490
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 2,317,735 165,348

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,375 2,082

為替換算調整勘定 △509,663 1,993,743

持分法適用会社に対する持分相当額 － 106,301

その他の包括利益合計 △512,039 2,102,127

四半期包括利益 1,805,695 2,267,476

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,485,559 1,702,076

非支配株主に係る四半期包括利益 320,135 565,399
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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２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30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 2,898,254 2,289,781

減価償却費 920,326 1,178,655

のれん償却額 77,111 63,644

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,406 31,324

賞与引当金の増減額（△は減少） 137,283 88,449

受取利息及び受取配当金 △192,232 △98,132

補助金収入 △35,833 △1,102,054

為替差損益（△は益） △10,897 76,494

支払利息 33,176 33,521

固定資産除却損 350 －

持分法による投資損益（△は益） － △6,614

株式報酬費用 32,735 1,404,076

売上債権の増減額（△は増加） △233,285 △817,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,522 △168,281

仕入債務の増減額（△は減少） 147,149 139,698

未払金の増減額（△は減少） 288,267 △69,741

その他 △440,336 △331,942

小計 3,446,138 2,710,881

利息及び配当金の受取額 192,232 98,049

補助金の受取額 1,635,353 2,193,109

利息の支払額 △33,526 △33,995

法人税等の支払額 △391,933 △1,680,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,848,264 3,287,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △640,032 △1,117,486

定期預金の払戻による収入 － 1,206,083

有形固定資産の取得による支出 △2,915,904 △5,409,838

無形固定資産の取得による支出 △239 △80,880

投資有価証券の取得による支出 △115 －

投資有価証券の売却による収入 5,188 12,824

関係会社株式の取得による支出 － △2,014,800

保険積立金の積立による支出 △3,609 △3,609

その他 △5,522 △96,520

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,560,236 △7,504,228
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 984,640

長期借入れによる収入 － 5,200,000

長期借入金の返済による支出 △658,601 △820,172

リース債務の返済による支出 △185,266 △99,306

株式の発行による収入 111,250 －

非支配株主からの払込みによる収入 216,072 2,593,310

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

－ 1,124,609

自己株式の取得による支出 － △407

配当金の支払額 △192,153 △258,168

財務活動によるキャッシュ・フロー △708,697 8,724,504

現金及び現金同等物に係る換算差額 △425,762 893,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,567 5,400,553

現金及び現金同等物の期首残高 21,363,639 17,910,394

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,517,207 23,310,947
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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。

　



株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ(3445) 2021年12月期 第２四半期決算短信

9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たりの
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年２月21日
取締役会

普通株式 192,433 15
2019年
12月31日

2020年
３月30日

利益剰余金

　

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たりの
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年２月19日
取締役会

普通株式 258,533 20
2020年
12月31日

2021年
３月15日

利益剰余金

　

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　


