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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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 ％

22年12月期第1四半期 1,055 128.9 121 ― 131 ― 42 ―

21年12月期第1四半期 461 ― △47 ― △45 ― △42 ―

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

22年12月期第1四半期 1,531.21 1,519.59
21年12月期第1四半期 △1,468.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第1四半期 2,692 2,138 78.4 76,200.57
21年12月期 2,457 2,111 84.2 74,669.35

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,111百万円 21年12月期  2,069百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,882 101.0 187 ― 195 ― 95 ― 3,431.73

通期 3,432 40.6 290 158.4 294 164.0 182 ― 6,577.33
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧<ださい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧<ださい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関しては、別途本日開示しております「平成22年12月期第２四半期及び通期業績予想
の修正に関するお知らせ」及び添付資料５ページをご参照<ださい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 31,296株 21年12月期  31,296株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  3,584株 21年12月期  3,584株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 27,712株 21年12月期第1四半期 28,747株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国経済の回復や、政府の景気浮揚策の

効果の表れにより、世界同時不況の影響を受けた急速な景気悪化の底は脱したと考えられ、国内の設備投資や個人消

費は改善の兆候が見られるなど、明るい材料も見えてまいりました。 

  当社グループが属するエレクトロニクス産業におきましては、新興国向けの輸出に加え、家電購入補助施策や在庫

調整が進んだことにより、民生機器市場は回復が見られました。産業機器分野に関しても、国内の設備投資が底打ち

し、緩やかな回復傾向で推移しました。 

 このような中、電子部品・半導体のネット通販サイト「www.chip1stop.com」を運営する電子デバイス事業におき

ましては、電子部品・半導体メーカーとの連携強化による商品・サービスの拡充等各種施策の効果により、Webサイ

ト会員数、受注会員数、受注件数が増加し、更に一部スポット的な受注の増加により受注単価が上昇したことから、

受注金額は平成21年12月期第４四半期を上回るペースで大幅に増加いたしました。そのため売上高は前年同期に比べ

140.1％増となりました。 

  ソリューション事業におきましては、単体は着実に事業が拡大したものの、連結子会社ジェイチップ株式会社の提

供するコンサルティングや業務代行が顧客のプロジェクト延期・中止の影響を受けたことから、前年同期に比べ3.0%

の減収となりました。 

 販売費および一般管理費につきましては、物流量等の増加により、対前年同期比19.2％の増加となりました。 

  また、新システムの稼動により非稼動となるソフトウェア資産の除却損失17百万円と、本年９月下旬から10月上旬

に予定しております本社事務所の移転による固定資産の除却及び原状回復に係る損失19百万円をそれぞれ特別損失に

計上いたしました。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,055,644千円（前年同期比128.9％増）、営業利益

121,788千円（前年同期は47,264千円の営業損失）、経常利益131,448千円（前年同期は45,147千円の経常損失）、四

半期純利益42,432千円（前年同期は42,210千円の四半期純損失）となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

① 電子デバイス事業 

 当事業におきましては、商品・サービスの拡充等各種施策の効果により、Webサイト会員数、受注件数が増加し、

当第１四半期連結会計期間のWebサイト会員数は約87,900名（前期末比約5,700名増）、受注件数は約83,400件（前年

同期比約44,000件増、約2.1倍）と大幅に増加いたしました。加えて、一部スポット的な受注の増加により受注単価

が上昇したことから、売上高は1,020,526千円（前年同期比140.1％増）、営業利益130,121千円（前年同期は36,965

千円の営業損失）となりました。 

② ソリューション事業 

 当事業におきましては、電子部品・半導体の技術情報データベースのライセンス販売や、ベンチャーファンド「イ

ノーヴァ」からのアドバイザリー収入が堅調でしたが、連結子会社ジェイチップ株式会社の提供するコンサルティン

グや業務代行が顧客のプロジェクト延期・中止の影響を受けたことから、セグメント間の取引を除いた売上高は

35,118千円（前年同期比3.0％減）、営業損失8,332千円（前年同期は10,299千円の営業損失）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社連結子会社のジェイチップ株式会社の持分を追加取得し完全子会

社化いたしました。また本年４月21日には、同社が営むサービスのうち今期は赤字が見込まれ、今後も当社グループ

の収益貢献が期待できない協業サービス・業務代行サービスを、ジェイチップコンサルティング株式会社に譲渡いた

しました。 

  今後、当社グループでは、ジェイチップ株式会社で引き続き運営するASPサービスの維持拡大に加え、電子デバイ

ス事業とソリューション事業のシナジーの実現による事業拡大に注力してまいります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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 当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,692,219千円となり、前連結会計年度比234,522千円の増加となり

ました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が142,650千円増加したこと等によるものであります。 

 なお、純資産は2,138,897千円となり、自己資本比率は78.4％と前連結会計年度末の84.2％から5.8ポイント減少し

ました。  

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,282,120千円であり、内訳として現金及び預金1,390,359

千円と受取手形及び売掛金675,124千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は410,098千円であり、内訳として無形固定資産であるソフ

トウェア157,719千円、投資その他の資産である投資有価証券78,144千円、繰延税金資産73,325千円の占める割合が

大きくなっております。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は532,220千円であり、内訳として支払手形及び買掛金

305,237千円の占める割合が大きくなっております。   

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は21,101千円であり、内訳としてジェイチップ株式会社の完

全子会社化により発生した負ののれん9,036千円の占める割合が大きくなっております。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて26,941千円増加し2,138,897千

円となりました。これは四半期純利益42,432千円による利益剰余金の増加と少数株主持分19,036千円の減少によるも

のであります。 

また、当第１四半期連結会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１四半期連結会計期間において、営業活動の結果増加した資金は90,959千円（前第１四半期連結会計期間は

60,032千円の増加）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益93,931千円、仕入債務の増加

126,141千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額142,650千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果減少した資金は196,552千円（前第１四半期連結会計期間は

38,683千円の減少）となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出949,137千円及びベンチャーファンド

「イノーヴァ」に対する出資による支出50,000千円と定期預金の払戻による収入832,403千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果減少した資金はリース債務の返済による支出539千円であり

ます。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

（株）チップワンストップ（3343）　平成22年12月期第1四半期決算短信
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 第２四半期及び通期の見通しにつきましては、主力事業である電子デバイス事業において、受注件数は平成22年２

月５日付予想（以下、前回予想）通りを見込みますが、引き続き１受注あたりの販売数量の増加による受注単価の上

昇が継続し、受注金額は前回予想を上回ることを見込んでおります。そのため、売上高は前回予想を上回る見込みで

す。利益面では、物流量等の増加により販売管理費は増加する見込みですが、増収効果により、営業利益、経常利

益、当期純利益とも前回予想よりも大幅な増加を見込んでおります。 

  

  以上から平成22年12月期（平成22年１月１日～平成22年12月31日）の連結及び個別の業績予想につきましては、本

日（平成22年５月６日）公表の「平成22年12月期第２四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」において修

正しております。詳細については、同資料をご参照ください。 

 なお、４月21日付で発表いたしました連結子会社ジェイチップ株式会社の一部事業譲渡に係る特別利益13百万円は

本業績予想修正に織り込み済みです。 

  

【参考】 

平成22年12月期第２四半期累計期間及び通期連結業績予想の修正について 

＜平成22年12月期第２四半期累計期間＞ 

  

＜平成22年12月期通期＞ 

※   上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素及

び潜在的リスクが含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果とな

る可能性があります  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
前回発表予想

(平成22年２月５日付公表) 
今回発表予想

(平成22年５月６日付公表) 
差 額
  

売上高  1,295  1,882  587

営業利益  17  187  170

経常利益  17  195  178

当期純利益  0  95  95

  
前回発表予想

(平成22年２月５日付公表) 
今回発表予想

(平成22年５月６日付公表) 
差 額
  

売上高  2,683  3,432  749

営業利益  119  290  171

経常利益  115  294  179

当期純利益  29  182  153
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 該当事項はありません。 

  

  

  （簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価切下げを行う方法によっております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有な会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

 

  

のれんの償却 

 正ののれんの償却については、３年間の定額法により行っております。負ののれんの償却については、５年間

の定額法により行っております。 

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（株）チップワンストップ（3343）　平成22年12月期第1四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,390,359 1,379,758

受取手形及び売掛金 675,124 532,473

商品 184,813 153,591

繰延税金資産 18,646 18,646

その他 16,039 25,602

貸倒引当金 △2,863 △1,910

流動資産合計 2,282,120 2,108,161

固定資産   

有形固定資産 41,109 35,926

無形固定資産   

ソフトウエア 157,719 25,479

ソフトウエア仮勘定 12,468 154,568

のれん 1,660 2,077

その他 367 373

無形固定資産合計 172,215 182,500

投資その他の資産   

投資有価証券 78,144 28,144

繰延税金資産 73,325 73,325

その他 45,470 29,804

貸倒引当金 △165 △165

投資その他の資産合計 196,774 131,108

固定資産合計 410,098 349,535

資産合計 2,692,219 2,457,696

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 305,237 179,096

未払金 90,259 99,497

賞与引当金 37,194 －

未払法人税等 53,295 17,099

その他 46,234 50,047

流動負債合計 532,220 345,741

固定負債   

負ののれん 9,036 －

その他 12,065 －

固定負債合計 21,101 －

負債合計 553,322 345,741
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 964,944 964,944

資本剰余金 748,544 748,544

利益剰余金 518,653 476,220

自己株式 △120,471 △120,471

株主資本合計 2,111,670 2,069,237

新株予約権 27,226 23,682

少数株主持分 － 19,036

純資産合計 2,138,897 2,111,955

負債純資産合計 2,692,219 2,457,696
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（２）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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 461,217 1,055,644

売上原価 288,756 671,905

売上総利益 172,461 383,739

販売費及び一般管理費 219,726 261,950

営業利益又は営業損失（△） △47,264 121,788

営業外収益   

受取利息 655 2,119

仕入割引 635 1,723

為替差益 308 5,027

その他 638 826

営業外収益合計 2,238 9,697

営業外費用   

売上割引 16 35

その他 105 2

営業外費用合計 122 38

経常利益又は経常損失（△） △45,147 131,448

特別利益   

固定資産売却益 － 1,317

特別利益合計 － 1,317

特別損失   

固定資産除却損 － 17,704

本社移転費用 － 19,964

その他 － 1,165

特別損失合計 － 38,834

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（△）

△45,147 93,931

法人税、住民税及び事業税 930 51,498

法人税等合計 930 51,498

少数株主損失（△） △3,867 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △42,210 42,432
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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（△）

△45,147 93,931

減価償却費 18,847 14,653

貸倒引当金の増減額（△は減少） 198 953

受取利息及び受取配当金 △655 △2,119

固定資産除却損 － 17,704

売上債権の増減額（△は増加） 74,495 △142,650

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,671 △31,222

仕入債務の増減額（△は減少） 31,497 126,141

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,425 37,194

未払金の増減額（△は減少） △28,140 △13,089

その他 11,617 △308

小計 58,467 101,187

利息及び配当金の受取額 655 2,119

法人税等の支払額 － △12,348

法人税等の還付額 909 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,032 90,959

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △1,521

無形固定資産の取得による支出 △33,520 △14,899

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

定期預金の預入による支出 － △949,137

定期預金の払戻による収入 － 832,403

関係会社株式の取得による支出 － △10,000

その他 △5,162 △3,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,683 △196,552

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △539

財務活動によるキャッシュ・フロー － △539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,349 △106,132

現金及び現金同等物の期首残高 1,453,385 457,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,474,734 350,916
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、取扱サービスを考慮して区分を行っております。 

２．各事業区分に属する主要なサービスは次のとおりであります。 

電子デバイス事業:  Webサイト「www.chip1stop.com」を通じた少量多品種の電子デバイスの販売 

ソリューション事業: 電子デバイスデータベースの閲覧権の販売、ソフトウェア開発等業務受託収入、購買

効率化コンサルティング提供、ベンチャーファンド「イノーヴァ」からのアドバイザ

リー収入、電子機器メーカーにおける電子部品調達業務プロセスの改善やコスト最適

化ニーズに対するコンサルティング業務収入  

３．会計処理方法の変更 

 商品については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日）が適用されたこと、また在庫金

額の重要性が増したこと及び在庫システム変更を機に、移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

電子デバ 
イス事業 
 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
業  
  
（千円） 

計 
 
  

 
（千円） 

消去又は
全社 
 
   

 （千円） 

連結 
 
  
  

 （千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 425,004  36,213  461,217  －  461,217

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  750  750  △750  －

計  425,004  36,963  461,967  △750  461,217

営業利益（又は営業損

失） 
 △36,965  △12,072  △49,037  1,773  △47,264
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、取扱サービスを考慮して区分を行っております。 

２．各事業区分に属する主要なサービスは次のとおりであります。 

電子デバイス事業:  Webサイト「www.chip1stop.com」を通じた少量多品種の電子デバイスの販売 

ソリューション事業: 電子デバイスデータベースの閲覧権の販売、ベンチャーファンド「イノーヴァ」から

のアドバイザリー収入、電子機器メーカーにおける電子部品調達業務プロセスの改善

やコスト最適化ニーズに対するコンサルティング業務収入 

  

 前第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 前第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。   

  

 該当事項はありません。 

   

  

電子デバ 
イス事業 
 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
業  
  
（千円） 

計 
 
  

 
（千円） 

消去又は
全社 
 
   

 （千円） 

連結 
 
  
  

 （千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 1,020,526  35,118  1,055,644  －  1,055,644

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  11,316  11,316  △11,316  －

計  1,020,526  46,434  1,066,960  △11,316  1,055,644

営業利益（又は営業損

失） 
 130,121  △8,923  121,197  591  121,788

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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