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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は平成27年８月から開始した一部取引において実在性に疑義があるという外部からの指摘があり、その事実経

緯を把握し、その事実認定に基づく対応を当社が決定するため、平成30年12月14日に調査の客観性・中立性・専門性

を確保するため当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る特別調査委員会を設置し、専門か

つ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検討を含め、調査を進めました。

平成31年２月１日に特別調査委員会による調査報告書を受領し、当社が過去に特定顧客と行っていた本件取引は対

象商材が存在しない架空取引であり、当社による資金負担を目的とした資金循環取引であるとの報告を受けました。

当社は、報告内容の検討の結果、当該取引は実態を欠いた取引として、関連する売上高、売上原価及びその差額とし

て計上された取引利益、並びに売掛金を消去することとし、当社における資金の支払・回収に関する資金決済差額も

通常の商取引における債権ではないため、長期未収入金として計上を行いました。併せて当該長期未収入金に対して

は、各期末における回収可能性を検討の上、貸倒引当金の設定を行いました。

これらの決算訂正により、当社が平成29年11月14日に提出いたしました第８期第３四半期（自　平成29年７月１

日　至　平成29年９月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引

法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人より四半期レビューを受けており、その

四半期レビュー報告書を添付しております。

　

２ 【訂正事項】

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

第２　事業の状況

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

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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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 ７ 期
第３四半期
連結累計期間

第 ８ 期
第３四半期
連結累計期間

第 ７ 期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日

売上高 (千円) 6,267,110 7,829,515 8,864,724

経常利益 (千円) 441,052 2,209,795 1,444,035

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 194,064 1,473,322 861,103

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 120,027 1,500,623 854,075

純資産額 (千円) 2,610,936 4,843,572 3,371,770

総資産額 (千円) 10,029,237 11,146,082 10,682,140

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 17.85 133.07 79.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 17.34 127.21 76.81

自己資本比率 (％) 26.0 43.4 31.5
 

 

回次
第 ７ 期
第３四半期
連結会計期間

第 ８ 期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額　　　 (円) 16.11 39.30
 

(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、消費税等は含まれておりません。

３．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、第７期の期

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(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額を算定しております。

 
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（当社及び当社の連結子会社）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、連結子会社の異動もありません。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計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の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) 経営成績

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済の緩やかな回復や雇用拡大の影響を受けて、堅調に推

移しました。一方、国内においては、年初からの円安の影響による企業収益の拡大や雇用環境の改善が続いたこと

から、景気は底堅く推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、半導体製造用プライムウェーハの需給逼迫の影響を受けて、再生市場にお

いても顧客の需要が拡大した結果、事業環境は好調に推移しました。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、台湾子会社の本格稼働に伴い生産性

が大幅に改善したことが寄与し、売上高は7,829,515千円（前年同期比24.9％増）、営業利益は2,005,773千円（前

年同期比127.5％増）となりました。経常利益は、みやぎ企業立地奨励金231,240千円の交付による補助金収入を計

上したことから2,209,795千円（前年同期比401.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,473,322千円（前

年同期比659.2％増）となりました。

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりです。

 
（ウエーハ事業）

ウエーハ事業におきましては、再生市場の需要が好調に推移したことなどから外部顧客への売上高は6,689,722千

円（前年同期比43.1％増）、セグメント利益（営業利益）は2,244,439千円（前年同期比133.4％増）となりました。

 
（半導体生産設備の買取・販売）

半導体生産設備の買取・販売におきましては、消耗材の液晶モジュール等の販売により外部顧客への売上高は

1,083,701千円（前年同期比29.4％減）、セグメント利益（営業利益）は149,416千円（前年同期比27.4％減）となり

ました。

　

（その他）

その他におきましては、ソーラー事業及び技術コンサルティングの業績を示しており、外部顧客への売上高は

56,092千円（前年同期比0.8％増）、セグメント利益（営業利益）は35,415千円（前年同期比3.9％増）となりまし

た。
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(2) 財政状態の分析

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は6,198,178千円となり、前連結会計年度末と比較して849,651千円

増加いたしました。これは主に現金及び預金775,961千円の増加などによるものであります。

固定資産は4,947,904千円となり、前連結会計年度末と比較して385,709千円減少いたしました。これは主に機械装

置及び運搬具（純額）359,230千円の減少などによるものであります。

この結果、総資産は11,146,082千円となり、前連結会計年度末に比べ463,941千円増加いたしました。

 
(負債)　

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は2,800,013千円となり、前連結会計年度末と比較して192,786千円

減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金52,014千円の増加、短期借入金339,350千円の減少などによるもの

であります。

固定負債は3,502,496千円となり、前連結会計年度末と比較して815,074千円減少いたしました。これは主に長期借

入金686,981千円の減少、繰延税金負債118,761千円の減少などによるものであります。

この結果、負債合計は6,302,510千円となり、前連結会計年度末に比べ1,007,860千円減少いたしました。

 
(純資産)　

当第３四半期連結会計期間末における純資産は4,843,572千円となり、前連結会計年度末と比較して1,471,802千円

増加いたしました。これは利益剰余金1,418,273千円の増加などによるものであります。

この結果、自己資本比率は43.4％（前連結会計年度末は31.5％）となりました。

 

(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新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 
(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、154,471千円であります。

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 50,000,000

計 50,000,000
 

 

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29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11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 11,134,000 11,134,000
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、株主と
しての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100株で
あります。　

計 11,134,000 11,134,000 － －
 

（注）提出日現在発行数には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 
(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

(株)

発行済株式
総数残高
(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29年７月１日

(注)
5,567,000 11,134,000 － 641,850 － 641,840

 

（注）平成29年７月１日をもって１株を２株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数は11,134,000株に増加して

おります。
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(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。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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29年６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29年９月30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) 100 － －

完全議決権株式(その他) 5,565,700 55,657

完全議決権株式であり、株主として
の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ます。
また、単元株式数は100株でありま

す。

単元未満株式 1,200 － －

発行済株式総数 5,567,000 － －

総株主の議決権 － 55,657 －
 

（注）１．「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）」が所有する当社株式数2,800 

株（議決権28個）を「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。

　　　２．平成29年６月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行いましたが、上記の表は当該株式分割前の株式数及び議決権の数で記載しております。

 

② 【自己株式等】

　

平成29年９月30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（％）

（自己保有株式）
株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎ

ｏｌｏｇｉｅｓ

東京都品川区大井一
丁目47番１号

 
100
 

－ 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0
 

（注）従業員持株ＥＳＯＰ信託口の信託財産として保有する当社株式は、自己保有株式に含めておりません。

 

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)に基づいて作成しております。

 

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29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ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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【注記事項】

(追加情報)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期

連結会計期間から適用しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※ 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額

 
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)

機械装置及び運搬具 2,480,872千円 2,480,872千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

 
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)

減価償却費 510,233千円 549,485千円
 

 

(株主資本等関係)

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)

１  配当金支払額

該当事項はありません。

 

２  基準日が当第３四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３四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。

 

３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

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)

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

平成29年３月29日
定時株主総会

普通株式 55,048 10
平成28年
12月31日

平成29年
３月30日

利益剰余金
 

（注）平成29年６月12日開催の取締役会決議に基づき、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

式分割を行いましたが、上記１株当たりの配当額は、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。

 

２  基準日が当第３四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３四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。

 

３ 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(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28年１月１日 至 平成28年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注）1

合計
調整額
(注) 2

四半期連結財
務諸表計上額

（注）3ウェーハ事業
半導体生産設備
の買取・販売

計

売上高        

外部顧客への売上高 4,675,575 1,535,877 6,211,452 55,657 6,267,110 － 6,267,110

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 4,675,575 1,535,877 6,211,452 55,657 6,267,110 － 6,267,110

セグメント利益 961,557 205,675 1,167,233 34,083 1,201,316 △319,779 881,537
 

（注）1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業と技術コンサル

ティングであります。

　　　　2 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注）1

合計
調整額
(注) 2

四半期連結財
務諸表計上額

（注）3ウェーハ事業
半導体生産設備
の買取・販売

計

売上高        

外部顧客への売上高 6,689,722 1,083,701 7,773,423 56,092 7,829,515 － 7,829,515

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 14,982 14,982 － 14,982 △14,982 －

計 6,689,722 1,098,683 7,788,406 56,092 7,844,498 △14,982 7,829,515

セグメント利益 2,244,439 149,416 2,393,856 35,415 2,429,271 △423,498 2,005,773
 

（注）1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業と技術コンサル

ティングであります。

　　　　2 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4 セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
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)

（１）１株当たり四半期純利益金額 17円85銭 133円07銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 194,064 1,473,322

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

194,064 1,473,322

普通株式の期中平均株式数(株) 10,870,197 11,072,056

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 17円34銭 127円21銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 324,096 510,167

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 
－
 

 
－
 

 

(注) １．１株当たり四半期純利益金額の算定において、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式を自己株式と

して処理していることから、期中平均株式数から控除する当該自己株式数に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第３四半期連結累計

期間は5,679株（前第３四半期連結累計期間10,640株）であります。

２．平成29年７月１日付で普通株式１株につき普通株式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。
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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31年３月５日

株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   神　宮　厚　彦  印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   橋　本　裕　昭  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」に掲げられている株式会社ＲＳ　

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓの平成29年１月１日から平成29年12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29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30

日まで）に係る訂正後の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て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、株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ及び連結子会社の平成

29年９月30日現在の財政状態及び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。

 
その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成29年11月14日に四半期レビュー報告書を提出した。

 
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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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