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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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3四半期 3,100 99.5 460 ― 476 ― 256 ―
21年12月期第3四半期 1,553 ― △17 ― △10 ― △34 ―

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3四半期 9,011.88 8,816.74
21年12月期第3四半期 △1,166.80 ―

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3四半期 3,068 2,435 79.4 83,087.02
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3四半期  2,408百万円 21年12月期  2,069百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 4,098 67.9 504 348.9 514 361.9 268 ― 9,323.56



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 32,496株 21年12月期 31,296株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q 3,516株 21年12月期 3,584株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 28,407株 21年12月期3Q 29,144株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内の設備投資は改善の兆候が見られましたが、急激な円高

や国内外の不安定な政治情勢の影響で、停滞感もでてまいりました。 

 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、家電・自動車の購入補助施策の変更や、各種最終

製品の在庫調整が進んだことにより、民生機器市場は安定して推移しました。産業機器分野に関しては緩やかな回

復を見せたものの、電子部品・半導体市場の先行きには不透明感もでてまいりました。 

 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、主要

指標は順調に増加したものの、８月末の新Webシステムリリース時に一部発生したユーザーアクセス障害の影響で

受注会員数・受注件数の伸びは若干鈍化いたしました。ソリューション事業におきましては、連結子会社ジェイチ

ップ株式会社のサービス縮小の影響を受け、売上等は微減となりました。 

 販売費および一般管理費については、新Webシステムリリースやリリースにあわせたプロモーション、事務所移

転の一時的経費増に対応しつつ、営業経費の効率的執行につとめました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,100,397千円（前年同期比99.5％増）、営業利益

460,006千円（前年同期は17,978千円の営業損失）、経常利益476,564千円（前年同期は10,997千円の経常損失）、

四半期純利益256,000千円（前年同期は34,005千円の四半期純損失）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、継続的なWeb会員獲得施策、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、当第３四半期累計期間末のWeb会員数は約97,000名（前期末比約15,000名

増）と対前年同期比で着実に増加しました。受注件数は約232,800件（前年同期比約98,200件増）と新Webシステム

リリースに伴いユーザーアクセス障害による機会損失も一部で発生したものの、対前年同期比では増加しました。

その結果、売上高は3,008,042千円（前年同期比113.0％増）、営業利益430,094千円（前年同期は35,149千円の営

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、単体で手がける事業は着実に進捗したものの、前年同期と比較し、連結子会社ジェイチ

ップ株式会社のサービスを縮小したため、売上高は140,439千円（前年同期比2.3％減）、営業利益17,975千円（前

年同期比38.2％減）となりました。なお、ジェイチップ株式会社は、４月21日付で協業サービス・業務代行サービ

スから撤退しASPサービス事業に集中しておりましたが、今後チップワンストップ本体に同社のソリューションを

統合し経営効率を高めていくことが必要であると判断し、10月20日付で解散を決議しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,068,277千円となり、前連結会計年度比610,581千円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金の363,057千円の増加、受取手形及び売掛金の39,598千円の増加、商品の

125,308千円の増加等によるものであります。 

 なお、純資産は2,435,104千円となり、自己資本比率は79.4％と前連結会計年度末の84.2％から4.8ポイント減少

しました。  

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,620,507千円であり、内訳として現金及び預金

1,742,815千円と受取手形及び売掛金572,072千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は447,770千円であり、内訳として無形固定資産である

ソフトウェア168,953千円、投資その他の資産である投資有価証券72,122千円の占める割合が大きくなっており

ます。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は613,421千円であり、内訳として支払手形及び買掛金

218,354千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は19,752千円であり、内訳として負ののれん7,680千円の

占める割合が大きくなっております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（純資産） 

 当第３四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323,149千円増加し、

2,435,104千円となりました。これは四半期純利益256,000千円による利益剰余金の増加等によるものであります。

  

 また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて211,276

千円増加し668,325千円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況は、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３四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は401,733千円（前年同期間は147,922千円

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453,806千円、減価償却費43,934千円で

あり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額125,308千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果減少した資金は267,782千円（前年同期間は1,222,250千円

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2,023,627千円、定期預金の払戻による収入

1,871,847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３四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は77,325千円（前年同期間は50,519千円の

減少）となりました。主な内訳は、株式の発行による収入79,485千円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、７月28日発表の業績予想から変更はありません。 
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（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） 

 該当事項はありません。なお、10月20日付で連結子会社ジェイチップ株式会社の解散を決議しております。  

  

  

（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 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四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特有の会計処理） 

 税金費用については、当第３四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。なお「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」は「法人税等」に一括掲記しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 1,742,815 1,379,758

受取手形及び売掛金 572,072 532,473

商品 278,900 153,591

繰延税金資産 19,263 18,646

その他 10,371 25,602

貸倒引当金 △2,915 △1,910

流動資産合計 2,620,507 2,108,161

固定資産   

有形固定資産 64,255 35,926

無形固定資産   

ソフトウエア 168,953 25,479

ソフトウエア仮勘定 1,312 154,568

のれん 825 2,077

その他 562 373

無形固定資産合計 171,653 182,500

投資その他の資産   

投資有価証券 72,122 28,144

繰延税金資産 73,325 73,325

その他 66,469 29,804

貸倒引当金 △55 △165

投資その他の資産合計 211,861 131,108

固定資産合計 447,770 349,535

資産合計 3,068,277 2,457,696

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 218,354 179,096

未払金 130,952 99,497

未払法人税等 184,680 17,099

その他 79,434 50,047

流動負債合計 613,421 345,741

固定負債   

負ののれん 7,680 －

その他 12,071 －

固定負債合計 19,752 －

負債合計 633,173 345,741
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 1,004,395 964,944

資本剰余金 790,334 748,544

利益剰余金 732,221 476,220

自己株式 △118,185 △120,471

株主資本合計 2,408,765 2,069,237

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △903 －

評価・換算差額等合計 △903 －

新株予約権 27,242 23,682

少数株主持分 － 19,036

純資産合計 2,435,104 2,111,955

負債純資産合計 3,068,277 2,457,696
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（２）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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,553,866 3,100,397

売上原価 943,056 1,898,385

売上総利益 610,809 1,202,011

販売費及び一般管理費 628,788 742,005

営業利益又は営業損失（△） △17,978 460,006

営業外収益   

受取利息 3,943 4,413

負ののれん償却額 － 1,355

為替差益 7,261 10,022

還付加算金 2,588 －

その他 2,765 7,034

営業外収益合計 16,558 22,825

営業外費用   

投資事業組合運用損 6,085 5,946

投資損失引当金繰入額 3,093 －

その他 397 319

営業外費用合計 9,577 6,266

経常利益又は経常損失（△） △10,997 476,564

特別利益   

固定資産売却益 － 1,317

事業譲渡益 － 13,000

特別利益合計 － 14,317

特別損失   

固定資産除却損 20,748 18,145

本社移転費用 － 17,764

その他 － 1,165

特別損失合計 20,748 37,075

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（△）

△31,745 453,806

法人税等 2,063 197,805

少数株主利益 196 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △34,005 256,000
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 617,516 943,375

売上原価 383,656 558,708

売上総利益 233,860 384,667

販売費及び一般管理費 202,483 263,565

営業利益 31,376 121,101

営業外収益   

受取利息 1,386 2,121

為替差益 5,594 －

その他 945 4,048

営業外収益合計 7,927 6,169

営業外費用   

為替差損 － 536

その他 － 223

営業外費用合計 － 759

経常利益 39,303 126,511

特別利益   

本社移転費用戻入益 － 2,200

特別利益合計 － 2,200

特別損失   

固定資産除却損 － 441

特別損失合計 － 441

税金等調整前四半期純利益 39,303 128,269

法人税等 △1,457 52,220

少数株主損失（△） △676 －

四半期純利益 41,437 76,048
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△31,745 453,806

減価償却費 59,850 43,934

負ののれん償却額 － △1,355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 895

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,093 －

受取利息及び受取配当金 △3,943 △4,413

固定資産除却損 20,748 18,145

投資事業組合運用損益（△は益） 6,085 5,946

事業譲渡損益（△は益） － △13,000

売上債権の増減額（△は増加） △11,061 △39,598

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,305 △125,308

仕入債務の増減額（△は減少） 90,662 39,258

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,995 15,627

未払金の増減額（△は減少） △42,022 7,544

その他 5,365 20,412

小計 54,704 421,895

利息及び配当金の受取額 3,943 4,413

法人税等の支払額 △2,354 △24,574

法人税等の還付額 91,629 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,922 401,733

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 △1,066,984 △2,023,627

定期預金の払戻による収入 － 1,871,847

有形固定資産の取得による支出 △21,685 △10,780

無形固定資産の取得による支出 △128,627 △36,261

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

関係会社株式の取得による支出 － △10,000

事業譲渡による収入 － 13,000

その他 △4,954 △21,959

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,222,250 △267,782

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 23,000 79,485

自己株式の取得による支出 △73,519 －

その他 － △2,159

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,519 77,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,124,847 211,276

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 328,537 668,325
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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 

 たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の第１四半期連結会計期

間より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

  

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  578,442  39,074  617,516 －  617,516

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
    －  375  375  △375 － 

計  578,442  39,449  617,891  △375  617,516

営業利益（又は営業損失）  29,597  566  30,163  1,213  31,376

  

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  1,411,610  142,255  1,553,866 －  1,553,866

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－  1,500  1,500  △1,500 － 

計  1,411,610  143,755  1,555,366  △1,500  1,553,866

営業利益（又は営業損失）  △35,149  13,006  △22,143  4,165  △17,978
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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ASPサービス収入 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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。  

  

  

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  914,981  28,393  943,375 －  943,375

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－  18,384  18,384  △18,384 － 

計  914,981  46,777  961,759  △18,384  943,375

営業利益  93,813  26,114  119,928  1,173  121,101

  

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  3,008,042  92,355  3,100,397 －  3,100,397

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－  48,084  48,084  △48,084 － 

計  3,008,042  140,439  3,148,481  △48,084  3,100,397

営業利益  439,094  17,975  457,069  2,937  460,006
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〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

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

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

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

  

 該当事項はありません。 

  

（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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