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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

※当社は子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）を平成23年３月に設立しておりますが、現段階では連結対象としておりません。 
※平成22年12月期第１四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年12月期第1四半期 640 ― 69 ― 77 ― 43 ―
22年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年12月期第1四半期 1,512.96 1,484.19
22年12月期第1四半期 ― ―

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

23年12月期第1四半期 2,833 2,452 85.8 83,697.43
22年12月期 2,874 2,436 84.0 83,148.07

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  2,430百万円 22年12月期  2,414百万円

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  
 平成22年12月期の期末配当の内訳：普通配当 500円、記念配当 500円 

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

22年12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
※平成22年12月期第２四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年12月期第２四半期の増
減率は記載しておりません。 

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 
(累計)

1,605 ― 165 ― 175 ― 101 ― 3,402.33

通期 3,496 △3.3 368 △24.0 368 △25.8 222 △21.8 7,476.53



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 32,759株 22年12月期  32,759株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  3,716株 22年12月期  3,716株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 29,043株 22年12月期1Q 27,712株

※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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
おり、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、四半期決算短信（添付資料）４ページ、「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、国内の経済対策効果や中国を中心とした経済活動の改善や在庫調

整の進展による生産活動の回復に牽引され、生産活動に穏やかな回復の動きが見られるようになりました。またア

ジアをはじめとする新興国向け輸出の回復、一部製造業の持ち直しなどにより、景気の踊り場から順調に回復いた

しましたが、平成23年３月11日に起きた東日本大震災の影響により景況感の悪化も懸念されております。 

 当社の属するエレクトロニクス業界は、昨年からの内外景気刺激策効果やそれに伴う景気回復を背景に自動車の

買い替え需要や、中国をはじめとした新興国市場の需要拡大により回復傾向にありましたが、円高や震災によるサ

プライチェーン停滞の影響により、先行き不透明感を増すこととなりました。 

 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と商品・Webサービス拡充の効果により、特に自社の保有す

る在庫商品を中心に受注が増加いたしました。また、東日本大震災の後、顧客の緊急調達需要が発生しましたが、

年初からの自社在庫拡充や当社独自の多様な仕入ソースを活かし、そのニーズに応えることができました。その結

果、景況感として弱含みを期初は想定していましたが、受注および売上は前四半期の平成22年12月期第４四半期を

上回るペースで増加しました。 

 販売費および一般管理費につきましては、海外法人設立等の今後の事業拡大に資する投資を行いつつ効率的な執

行につとめました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、前年同期における創業来 高レベルの収益は達成しなかったもの

の、売上高640,042千円、営業利益69,312千円、経常利益77,234千円、四半期純利益43,940千円と期首予想を上回

るレベルでの結果となりました。 

  

 なお、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１四半期会計期間のWebサイト会員数は約102,800名（前期末比約2,800名増）、受注件数は約62,700件

（前年同期比約20,700件減）となり、前年同期比で受注件数は減少いたしましたが、Webサイト会員数や受注会員

数は順調に増加いたしました。また、粗利益率の高い在庫商品の受注比率が拡大し、受注単価も期初想定よりも高

く推移しました。その結果、売上高は623,240千円、営業利益62,816千円となりました。 

② ソリューション事業 

 当事業におきましては、ベンチャーファンド「イノーヴァ」からのアドバイザリ収入や当社の顧客層を生かした

業務受託収入により売上高は16,801千円、営業利益6,495千円となりました。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における総資産は2,833,240千円となり、前事業年度末比41,315千円の減少となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金が40,552千円減少したこと、受取手形及び売掛金が37,993千円減少したこと、

商品が82,974千円増加したこと等によるものであります。 

 なお、純資産は2,452,970千円となり、自己資本比率は85.8％と前事業年度末の84.0％から1.8ポイント増加しま

した。  

（流動資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は2,469,747千円であり、内訳として現金及び預金1,644,058千

円と受取手形及び売掛金420,211千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は363,493千円であり、内訳として無形固定資産であるソフト

ウェア173,012千円、投資その他の資産である投資有価証券69,650千円の占める割合が大きくなっております 

（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は369,818千円であり、内訳として支払手形及び買掛金187,222

千円、未払金90,041千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末における固定負債はリース債務10,452千円であります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比16,761千円増加し2,452,970千円となりまし

た。その主な要因は四半期純利益による利益剰余金の増加によるものであります。 

  

 また、当第１四半期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１四半期会計期間において、営業活動の結果減少した資金は31,890千円となりました。収入の主な内訳は、

税引前四半期純利益76,568千円、売上債権の減少37,992千円、仕入債務の増加41,885千円であり、支出の主な内訳

は、たな卸資産の増加額82,974千円、法人税等の支払額118,247千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において、投資活動の結果増加した資金は31,234千円となりました。主な内訳は、定期預金

の払戻による収入470,000千円、定期預金の預入による支出450,000千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果減少した資金は19,896千円となりました。主な内訳は、配当金

の支払による支出19,086千円です。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 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は、東日本大震災の

後、顧客の緊急調達需要が発生し、年初からの自社在庫拡充や当社独自の多様な仕入ソースを活かし、そのニーズ

に応えてきております。その結果、第２四半期売上高は、短期的な需要と想定しながらも、震災の影響による緊急

調達需要が続き、受注単価について期初想定より大幅な拡大が見込まれているため、前回予想よりも売上高が増加

する見込みです。利益面では、売上増の効果に加え、期初時点では３月に予定していた、カタログ発行とそれに伴

うプロモーションを、震災の影響も鑑み秋以降にシフトしたことで経費節減効果もあり、営業利益、経常利益、当

期純利益とも前回予想を上回る見込みです。 

   

 以上から平成23年12月期（平成23年１月１日～平成23年12月31日）の個別の業績予想につきましては、本日（平

成23年５月13日）公表の「平成23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。 

  



【参考】 

平成23年12月期第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正について 

＜平成23年12月期第２四半期累計期間＞ 

  

＜平成23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。 

  

  
前回発表予想

(平成23年２月４日付公表) 
今回発表予想

(平成23年５月13日付公表) 
差 額

  

売上高  1,406  1,605  198

営業利益  △12  165  178

経常利益  △12  175  187

当期純利益  △12  101  113

  
前回発表予想

(平成23年２月４日付公表) 
今回発表予想

(平成23年５月13日付公表) 
差 額

  

売上高  3,298  3,496  198

営業利益  190  368  178

経常利益  180  368  187

当期純利益  108  222  113



（１）簡便な会計処理及び四半期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 

  （簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期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、前事業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、事業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、前事業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、前事業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１四半期会計期間を含む事業年度の税引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、税引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）四半期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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ499千円減少し、税引前四半期純利益が1,166千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「差入保証金」が1,166千円減少しておりま

す。 

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,644,058 1,684,610

受取手形及び売掛金 420,211 458,204

商品 372,095 289,121

繰延税金資産 20,810 21,532

その他 14,383 72,418

貸倒引当金 △1,812 △2,798

流動資産合計 2,469,747 2,523,088

固定資産   

有形固定資産 60,498 63,553

無形固定資産   

ソフトウエア 173,012 165,083

ソフトウエア仮勘定 16,153 8,297

のれん － 407

その他 607 621

無形固定資産合計 189,772 174,409

投資その他の資産   

投資有価証券 69,650 69,650

繰延税金資産 6,539 6,539

その他 37,088 37,370

貸倒引当金 △55 △55

投資その他の資産合計 113,222 113,504

固定資産合計 363,493 351,467

資産合計 2,833,240 2,874,555

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 187,222 145,336

未払金 90,041 99,840

未払法人税等 30,338 119,415

賞与引当金 14,330 －

その他 47,886 62,492

流動負債合計 369,818 427,083

固定負債   

その他 10,452 11,261

固定負債合計 10,452 11,261

負債合計 380,270 438,345



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,013,337 1,013,337

資本剰余金 799,276 799,276

利益剰余金 752,195 737,297

自己株式 △133,585 △133,585

株主資本合計 2,431,223 2,416,325

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △399 △1,456

評価・換算差額等合計 △399 △1,456

新株予約権 22,145 21,340

純資産合計 2,452,970 2,436,209

負債純資産合計 2,833,240 2,874,555



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 640,042

売上原価 338,476

売上総利益 301,565

販売費及び一般管理費 232,253

営業利益 69,312

営業外収益  

受取利息 788

仕入割引 89

為替差益 4,524

助成金収入 2,000

その他 612

営業外収益合計 8,014

営業外費用  

売上割引 81

その他 10

営業外費用合計 91

経常利益 77,234

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 666

特別損失合計 666

税引前四半期純利益 76,568

法人税等 32,627

四半期純利益 43,940



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 76,568

減価償却費 18,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） △986

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,330

受取利息及び受取配当金 △788

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 666

売上債権の増減額（△は増加） 37,992

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,974

仕入債務の増減額（△は減少） 41,885

未払金の増減額（△は減少） △12,143

その他 △7,448

小計 85,569

利息及び配当金の受取額 788

法人税等の支払額 △118,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,890

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 △8,186

無形固定資産の取得による支出 △20,578

定期預金の預入による支出 △450,000

定期預金の払戻による収入 470,000

子会社の清算による収入 40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,234

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △19,086

その他 △809

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,551

現金及び現金同等物の期首残高 529,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 509,328



 該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、商流等を基準に「電子デバイス事業」及び「ソリューション事業」の２つを報告セグメントとして

おります。  

 各報告セグメントの概要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、電子部品調達等に関するコンサルティング業務収入  

２．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  

当第１四半期累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益は営業利益と一致しております。  

３．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。 

   

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

（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 
ソリューショ

ン事業 
合計 調整額 

四半期損益計
算書計上額
（注） 

売上高           

外部顧客への売上高  623,240  16,801  640,042  －  640,042

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  623,240  16,801  640,042  －  640,042

セグメント利益  62,816  6,495  69,312  －  69,312

（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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