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株式会社チップワンストップ
第11期（11年12月期）第2四半期

決算説明会

2011年8月11日

（証券コード：3343/東証マザーズ）

本資料は2011年8月11日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や
予測などは、資料作成時点の当社の判断であり、予告なしに変更されることがあります。
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Ⅰ．第11期第2四半期の業績概況

Ⅴ．第11期の業績予想

Ⅲ．11年下期の取組み

Ⅳ．Arrow Electronics社の当社に
対する公開買付

Ⅱ．11年これまでの取組み

Ⅵ． チップワンストップについて
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Ⅰ．第11期第2四半期の業績概況
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第11期第2四半期 業績ハイライト

自社で保有する在庫を中心とした、商品サービス拡充の取り組みと
震災後の外部環境の後押しにより、売上高は第2四半期で大幅増

電子デバイス事業では、

Web会員数 ・・・ 107,010 名 対前年同期末比 約14,000名増加

受注会員数 ・・・ 13,993 名 対前年同期比 約8％減

受注件数 ・・・ 127,568 件 対前年同期比 約20％減

受注単価 ・・・ 12,918 円 対前年同期比 －346円

売上高売上高

営業利益営業利益

四半期純利益四半期純利益

1,658百万円
対前年同期比477百万円減

1,658百万円
対前年同期比477百万円減

210百万円
対前年同期比149百万円減

210百万円
対前年同期比149百万円減

129百万円
対前年同期比56百万円減

129百万円
対前年同期比56百万円減

10年第2四半期は景況感の影響もあり創業来最高の四半期純利益で
あったため、前年同期比で減少しているが、前半期比では増加

売上増の効果と販管費が一部下期へシフトしたことにより、11年第2四
半期は創業来最高レベルの営業利益を計上

売上総利益売上総利益

720百万円
対前年同期比95百万円減

720百万円
対前年同期比95百万円減

電子デバイス事業の売上総利益率は43.5％ （前年同期38.2％、5.3
ポイント増加）

※ 10年12月に連結子会社を清算したため、11年12月期より単体決算となりました。
※ 対前年同期比は単体決算との比較となります。
※ 11年3月に設立した子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）は、現段階では連結対象としておりません。
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第11期第2四半期 損益計算書

創業来最高だった前年同期と比較すると減収・減益
売上総利益率は43.4％と前年同期比5.2ポイント改善

＊ 第10期（10年12月期）第2四半期の1株当たり当期純利益は期中平均株式数（自己株式除く）28,139株にて算出しております
＊ 第11期（11年12月期）第2四半期の1株当たり当期純利益は期中平均株式数（自己株式除く）29,532株にて算出しております

※ 10年12月に連結子会社を清算したため、11年12月期より単体決算となりました。
※ 11年3月に設立した子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）は、現段階では連結対象としておりません。
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第11期第2四半期 セグメント別概況

電子デバイス事業：震災後の受注単価上昇により、売上高は増加するも
過去最高となった前期の水準には及ばず
ソリューション事業：期首見込まなかったイノーヴァのアドバイザリ収入と
マーケティング収入等により売上高は増加

※ 参考として、10年12月は連結決算におけるセグメント情報数字を記載
※ 10年12月に連結子会社を清算したため、11年12月期より単体決算となりました。
※ 11年3月に設立した子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）は、現段階では連結対象としておりません。
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貸借対照表貸借対照表

キャッシュ・フロー計算書キャッシュ・フロー計算書
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第11期第2四半期 BS・CFサマリー

■ 現預金増加（期末残
高 1,747百万円）

■ 品揃え拡充による
商品増（期末残高443百
万円）

■ 未払法人税の減少
（期末残高93百万円）
■ 買掛金の増加
145百万円→262百万
円 自社在庫拡充

■ 定期預金預入による支出
△650百万円

■ 定期預金の払戻による収入
1,154百万円

■ 主な内訳はソフト
ウェア残高（期末残高
182百万円）とソフトウェ
ア仮勘定（期末残高23
百万円）

■ 当期純利益の増加に
よる利益剰余金の増加

※ 10年12月に連結子会社を清算したため、11年12月期より単体決算となりました。
※ 11年3月に設立した子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）は、現段階では連結対象としておりません。
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【電子デバイス事業】 主要データ

半期受注会員数 ・・・ 対前年同期比 8.2％ 減少
半期受注件数 ・・・ 対前年同期比 20.8％ 減少
平均受注単価 ・・・ 対前年同期比 2.6％ 減少
→ 前年同期比ではいずれも減少。一方で、前半期比では、いずれも増加
→ 受注単価は、震災後の高単価のスポット受注が影響し、前半期比では5.1％の増加

会員数と受注件数・金額の関係データ

*1：各会計期末累計数値

*2：各会計期間中の数値（第2四半期＝1-6月、通期7-12月）

*3：各会計期間中の数値（第2四半期＝1-6月、通期1-12月）

単位:名、件、円会員数と受注件数・金額の関係データ
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【電子デバイス事業】 Web会員数と受注会員数の推移

Web会員数推移Web会員数推移 期間受注会員数期間受注会員数

Web会員増加数 【10年下期】 ＋6,388名 → 【11年上期】 ＋7,578名 （前半期比約19％増）

受注会員数 【10年下期】 12,856名 → 【11年上期】 13,993名 （前半期比約9％増）

11年6月30日現在、約107,000名（約36,600社）の登録Web会員数。うち累計で約46,800名（約20,000社）のWeb会員の方からご注文の実績。

通期予想

11年上期
実績
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第11期 実績推移及び予実対比

予想と実績推移予想と実績推移

上期は、期首予想を大幅に上回る結果となった

下期は、今後の経済情勢の不透明感もあるため、期首予想通りの進
捗を見込み、通期では上期修正数値のみを反映



w
w

w
.chip1stop.com

11

Ⅱ．11年これまでの取組み
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11年上期の外部環境と当社

年初はものづくりの回復も見られ堅調だったが、3月11日の東日本大震災

以降、サプライチェーンが混乱。5月後半以降は収束に向かい、ものづくりも

再開に向かった

外部環境外部環境

震災直後のサプライチェーンの混乱時に当社の在庫力と調達力が評価され、受注

急増。特にスポット的な受注により受注単価急増、粗利益率アップ

納期と価格の競争力を持った自社在庫の拡充を継続

Webシステムの改善を継続

社長著書の書籍（11年1月24日発行）を通じたプロモーションを実行。カタログ発行

とそれに関連したプロモーションは下期に延期

当社の状況当社の状況
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東日本大震災の影響について

受注会員数受注会員数 受注件数受注件数 受注単価受注単価

受注会員数は、震災の影響を大きく受けず、期初予想通りの拡大

受注件数は、顧客の稼動日数による影響を受け、10年下期と横ばいレベルで推移

受注単価については、震災の影響を受けて上昇し、受注金額が急増
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自社在庫・提携先在庫の拡充による品揃え・価格・納期の最適化

紙カタログ発行を含めた各種プロモーションによるWebサイト会員数および顧客数

（受注会員数）の拡大

顧客セグメントに応じたサービスの提供

（Webサイトの機能拡充、大手顧客とのイントラネット連携等）

１．価格・納期の競争力を持ったサービス提供

第11期の方針・アクションプラン

２．通販プラットフォーム力の強化

システム強化（SEO対策、Webサイトのパフォーマンス向上）

物流品質向上、物流センタースペース拡張

海外事業展開のスタート

次の10年の成長に向けての投資拡大

×

次の10年の成長に向けての投資拡大
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Web連携による小口販売を強化
専門サイト「KOA Web Shop」を

開設
チップ抵抗器をはじめとする、

約10,000品種に及ぶ
KOA製品を検索・
購入が可能

Web連携による小口販売を強化
専門サイト「KOA Web Shop」を

開設
チップ抵抗器をはじめとする、

約10,000品種に及ぶ
KOA製品を検索・
購入が可能
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11年これまでの取組み

1.価格・納期の競争力を持ったサービス提供

各電子部品・半導体メーカーとの連携を強化し、品揃え拡大を実行

新しい各種サービスを展開

各電子部品・半導体メーカーとの連携を強化し、品揃え拡大を実行

新しい各種サービスを展開

KOAとの協業開始
（11年5月スタート）

抵抗器をはじめとした600品種
以上の製品

専用ページを開設

抵抗器をはじめとした600品種
以上の製品

専用ページを開設

北陸電気工業と提携
（11年7月スタート）

Web連携により幅広いお客様層
を開拓

専門サイト「ベルニクス ストック
オンライン」を開設

電源をはじめとする300品種

以上の製品

Web連携により幅広いお客様層
を開拓

専門サイト「ベルニクス ストック
オンライン」を開設

電源をはじめとする300品種

以上の製品

ベルニクスと提携強化
（11年6月スタート）

◆当日出荷在庫点数 約3.0万点（10年12月末時点） →約3.3万点

◆即納（1～5営業日以内）在庫点数 約70万点（10年12月末時点） →約80万点

◆自社在庫金額 約300百万円（10年12月末時点）→約440百万円

◆当日出荷在庫点数 約3.0万点（10年12月末時点） →約3.3万点

◆即納（1～5営業日以内）在庫点数 約70万点（10年12月末時点） →約80万点

◆自社在庫金額 約300百万円（10年12月末時点）→約440百万円
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11年これまでの主な取組み

2.通販プラットフォーム力の強化①

Webサイトの
ユーザビリティ向上、
スピードアップ

Webサイトの
ユーザビリティ向上、
スピードアップ

■電子部品関係ニュース専
門サイト

■news.chip1stop.comにて、
エンジニア向けの情報提供
サービス

各種ソリューションも充実。
検索をより早くすることが可
能に

商品カテゴリ別の検索

検索機能の向上

マイページ情報の
充実

チップワンストップ
ツールバー、ダウンロード

電子カタログで
の商品閲覧が
可能

メーカー別の検索

言語・通貨の選択が
可能に！
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・お客様のご要望にあわせて、対象商品に
ついてリール加工の注文が可能
・お客様は、巻数仕様（個数×リール数）、
テープ幅、方向、真空の有無、加工後の納
期を指定するだけ

・お客様のご要望にあわせて、対象商品に
ついてリール加工の注文が可能
・お客様は、巻数仕様（個数×リール数）、
テープ幅、方向、真空の有無、加工後の納
期を指定するだけ

・サーバー台数を増加させることにより、お客
様からのご注文などのアクセス増加に対応す
るためのインフラを構築

・サーバー台数を増加させることにより、お客
様からのご注文などのアクセス増加に対応す
るためのインフラを構築
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11年これまでの主な取組み

2.通販プラットフォーム力の強化②

物流・Webシステムのインフラ機能を継続強化物流・Webシステムのインフラ機能を継続強化

物流センター

バイク便
利用

お客様

・お急ぎの方に、即時お届けが
可能（有料）

・エリア別で、関東圏・南東北・
信越・東海・関西・一部中国で
あれば、13時半までのご注文
で当日19時までにお届け

※当日出荷商品が対象

バイク便サービス（11年3月スタート） 巻きなおしサービス（11年2月スタート）

システムのサーバー増強
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11年これまでの主な取組み 海外事業展開

英語版
Webサイト

中国語版
Webサイト

英語版
Webサイト

中国語版
Webサイト

設計・製造のグローバル化の下、海外への事業展開をスタート

3月にはシンガポールに子会社設立

英語版・中国語版Webサイトの本格展開～

設計・製造のグローバル化の下、海外への事業展開をスタート

3月にはシンガポールに子会社設立

英語版・中国語版Webサイトの本格展開～

18

★Singapore
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Ⅲ．11年下期の取組み



w
w

w
.chip1stop.com

紙カタログの発行

社長著書を通じてのブランディング
（11年1月24日発行）

紙カタログの発行

社長著書を通じてのブランディング
（11年1月24日発行）

上期に引き続き半導体・電子部品メーカー
との直接連携、及び専門サイトオープンを実行

即日お届け可能な在庫の拡充と価格の
見直し、部品情報コンテンツの拡充など
サービス充実

上期に引き続き半導体・電子部品メーカー
との直接連携、及び専門サイトオープンを実行

即日お届け可能な在庫の拡充と価格の
見直し、部品情報コンテンツの拡充など
サービス充実

国内、グローバルNo.1のサービス力・商品力を目指す

20

11年下期の取組み

1.価格・納期の競争力を持ったサービス提供

国内、グローバルNo.1のサービス力・商品力を目指す

自社在庫の拡充、品揃え・価格・納期の最適化

プロモーションによる顧客数の拡大

専門サイトは11年上期で10社目まで増加。
下期も継続して拡大予定

お客様の満足度アップのサービス強化

イントラネット接続の拡大（べんりネットetc）

お客様の満足度アップのサービス強化

イントラネット接続の拡大（べんりネットetc）

顧客セグメント別のサービス提供

次の10年への成長に向けての投資拡大次の10年への成長に向けての投資拡大

新カ
タログ

＋
新サイト

新サイト

＋
新サイト
新サイト

新規メーカー

新規メーカー新規メーカー

http://www.chip1stop.com/NXP/
http://www.chip1stop.com/nec-tokin/
http://www.chip1stop.com/adi/
http://www.chip1stop.com/kyocera/
http://www.chip1stop.com/murata/
http://www.yokogawa.co.jp/jp/
http://www.sony.co.jp/
http://panasonic.co.jp/index3.html
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お客様に満足いただけるニーズに応じた納品（スピード納品、希望日時での
お届け等）の実現

物流業務効率化、物流センタースペース拡張の検討

海外展開に向けたアジアでの物流拠点設立の検討

お客様に満足いただけるニーズに応じた納品（スピード納品、希望日時での
お届け等）の実現

物流業務効率化、物流センタースペース拡張の検討

海外展開に向けたアジアでの物流拠点設立の検討

Webサイトのパフォーマンス向上とUIの継続的改善

SEO対策強化

様々なソリューションサービスの拡充

Webサイトのパフォーマンス向上とUIの継続的改善

SEO対策強化

様々なソリューションサービスの拡充
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11年下期の取組み

2.通販プラットフォーム力の強化①

システム強化とともに、物流効率化、海外展開へと、
通販プラットフォーム力の強化を目指す

システム強化とともに、物流効率化、海外展開へと、
通販プラットフォーム力の強化を目指す

SEO対策、Webサイトのユーザビリティ、パフォーマンス向上

物流品質向上、システム強化による効率化アップ

次の10年への成長に向けての投資拡大次の10年への成長に向けての投資拡大
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11年下期の取組み

2.通販プラットフォーム力の強化②

韓国語版Webサイト（イメージ）韓国語版Webサイト（イメージ）

海外事業展開
設計・製造のグローバル化の下、海外への事業展開をスタート

11年下期 韓国語版Webサイトのテスト運用開始/アジア向け展開拡大

海外事業展開
設計・製造のグローバル化の下、海外への事業展開をスタート

11年下期 韓国語版Webサイトのテスト運用開始/アジア向け展開拡大

22
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自社保有即納在庫の拡大方針

期
末
在
庫
日
数

期
末
在
庫
日
数

43.5％
（42.7％）

04年12月期
通期

10年12月期
通期

11年12月期
第2四半期

今後の方針

売
上
総
利
益
率

売
上
総
利
益
率

営
業
利
益
率

営
業
利
益
率

A社 B社
（一般）

半導体商社

31.8％
（29.8％）

39.1％
（38.8％）

49日2日 29日

12.7％14.5％ 13.4％

40～50％
を目指す

即日出荷の
商品力強化
により、在庫
保有を拡大

10～15％
を目指す

47.1％
11年3月期

41.1％
11年1月期

5～15％

71日 79日 20～70日

10.1％ 11.3％ 1～6％

お客様にすぐにお届けできる商品力とサービス力を強化お客様にすぐにお届けできる商品力とサービス力を強化

売上：￡1,182百万
（約1,595億円）

売上：￡990百万
（約1,337億円）

電子部品のオンライン・カタログ通販大手

ロンドン証券取引所上場

※1ポンド135円で計算

※11年3月期決算を
元に推計

※（）内は電子デバイス事業

※営業利益率は単体数値

※期末在庫日数は、（期末在庫数/年度売上）×365日、で各社決算データより算出
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今後の展望

電子部品・半導体の国内市場 5～6兆円
※市場規模は当社推定

電子部品・半導体の小口調達市場 4～5千億円

ネットカタログ通販市場の集約化

お客様の支持 仕入れ先の支持

ネット通販市場の
シェア拡大
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Ⅳ．Arrow Electronics社の
当社に対する公開買付
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公開買付の概要
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2011年8月8日、アロー・チップワンストップ・ホールディングス（※）が当社に対して公開買付（TOB）を発表

いたしました。

※アロー・エレクトロニクス・ジャパン合同会社の完全子会社であり、アロー・エレクトロニクス・ジャパン合同会社は、ケイマン諸島法人であるアロー・エレ

クトロニクス（Cl）リミテッドの完全子会社。アロー・エレクトロニクス（Cl）リミテッドは、アロー・エレクトロニクス・インクの完全子会社

公開買付価格 普通株式1株につき、220,000円
（新株予約権については、行使価額等個別の新株予約権の条件等に

鑑み、個別の新株予約権ごとに買付価格を定めております。）

公開買付期間 2011年8月9日～9月20日

概要概要

2011年8月8日開催の当社取締役会において、Arrow Electronics社の当社に対する公開買付に賛同意見

を表明することを決議いたしました。

本公開買付に対する意見本公開買付に対する意見

Arrow Electronics社の幅広い顧客ベース、仕入先ベース、経営能力をより効率的に利用することが可能に

なることを通じ、当社自身の事業についても大きく成長させることができると考えております。

Arrow Electronics社と当社が共同で顧客開拓や商品サービスの開発を行うことで両社の企業価値をより拡

充するシナジー効果が得られるものと考えております。

Arrow Electronics社の公開買付届出書によると、当社は別個の事業単位として独立して運営し、サービス

ブランドや従業員は維持しつつ、さらにグローバルに展開・拡大していくとのことです。

当社は、過去1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の市場の終値単純平均価格のそれぞれ201.20％、204.21％、

213.47％という高い評価を受けています。

当社のメリットと今後の方針当社のメリットと今後の方針
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設立： 1946年（創業：1935年）
上場： ニューヨーク証券取引所上場（1979年～）
本社所在地： 米国Melville（ニューヨーク州）
米国以外の海外拠点数： 52カ国、340拠点以上
売上（2010年度）： 全社 187.4億USドル（1.48兆円）

※1ドル79円換算、以下同
電子部品流通部門 131.6億USドル（1.03兆円）

純利益（2010年度）： 4.7億USドル（371億円）
純資産（2010年度）： 32億USドル（2,528億円）
株式時価総額： 39.8億USドル（約3,144億円） ※11年7月末時点
従業員数： 約12,700名
Fortune 500(2011)ランキング：140位
顧客社数： 115,000社以上
仕入先数： 1,200社以上
経営者： Michael J. Long （Chairman, President and Chief Executive Officer）
事業概要：
1946年に設立され、1979年にニューヨーク証券取引所に上場を果たした米国上場企業であり、電子部
品及び企業向けコンピューティング・ソリューションの産業用ユーザー及び商業用ユーザーに対して、製品、
サービス及びソリューションを提供する世界的な販売業者です。 Arrow Electronics社は、ニューヨーク州メ
ルビルに本社を置き、世界52カ国、340箇所を超える地域におけるグローバル・ネットワークを通じて、
1,200社を超えるサプライヤー、並びに115,000社を超える相手先ブランド製造業者（OEM）、契約製造
業者（CM）及び法人顧客のサプライチェーン・パートナーとして機能しております。2010年12月末時点に
おけるアローの売上は18,745百万USドル、従業員数は12,700人となっております。

会社概要

Arrow Electronics社の会社概要

会社概要

27
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Ⅴ．第11期の業績予想
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上期 【実績】上期 【実績】

第11期通期 【単体】業績予想前提

1,616百万円

■上期はイノーヴァによる収入。下期は
マーケティング収入を見込む。

売上高：
1,658百万円

売上高：3,549百万円

3,498百万円

51百万円

売上高：
1,891百万円

1,881百万円

9百万円

ソリューション事業電子デバイス事業

■期末Web会員数：

約117,000名 （+約17,600名）

■通期受注件数：

約322,600件 （+約3.5万件）

■通期受注単価：

約10,950円 （△約1,300円）

■通期売上総利益率：

41.4％ （+2.6ポイント）

通期 【予想】通期 【予想】下期 【予想】下期 【予想】

カッコ内数値・矢印は対前年同期比

41百万円

■期末Web会員数：約107,000名

■半期受注件数：約127,600件

■半期受注単価：約12,920円

■半期売上総利益率：43.5％

■期末Web会員数：約117,000名

■半期受注件数：約195,000件

■半期受注単価：約9,650円

■半期売上総利益率：39.5％

電子デバイス事業では、11年下期の経済情勢の不透明感もあるため、下期は期首予想通りで

見込む

上期よりシフトした、カタログ発行とそれにともなうプロモーション投資でマーケティング強化
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第11期通期 業績予想

＊ 第10期（10年12月期）通期の1株当たり当期純利益は通期期中平均株式数（自己株式除く）28,554株にて算出しております
＊ 第11期（11年12月期）通期の1株当たり当期純利益は11年6月30日現在の発行済株式数（自己株式除く）30,612株にて算出しております

業績予想業績予想

第11期は2010年12月にて唯一の連結子会社ジェイチップ株式会社を清算したため、
2011年12月期は単体の数値のみとなります
11年3月に設立した子会社（Chip One Stop International Pte Ltd）は、連結対象と
いたしません
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Ⅵ．チップワンストップについて
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チップワンストップ®とは

“電子部品・半導体のネット通販サイト運営会社”

電子機器設計エンジニア＆購買担当者へ

社名の由来

chip：
取り扱い製品が

電子部品・半導体等

1，stop：
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟの調達購買
を可能にする品揃え

チップワンストップ ～ www.chip1stop.com
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当社のビジネスモデル

「早く」「少量から」「一括で」
部品調達できるネット通販と関連事業を展開

エレクトロニクス業界における
エンジニアの総合プラットフォームを目指す！



w
w

w
.chip1stop.com

会社の沿革（2001年～現在）
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経営管理部 IR担当

Email ：ir@chip1stop.com
電話 ：045-470-8729
FAX ：045-470-9015

お問い合わせ先

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等にかかわる情報は、本資料作成時
点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づく
ものです。しかしながら、現実には、通常予測しえないような特別の事情の発生または通常予測しえない
ような結果の発生等により、本資料記載の業績とは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられる情報について、その積極的な開示に努
めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控
えになられるようお願いいたします。いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を
行わないようにお願いいたします。なお、文中に記載されている会社名、ロゴは各社の商標または登録
商標です。
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