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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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3四半期 2,339  － 242  －  242  － 131  －
22年12月期第3四半期 －  －  －  － －  － －  －

 

 
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3四半期 4,396.20 4,326.21
22年 12月期第3四半期 － －

※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3四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 

 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3四半期 3,024 2,629 86.8 85,464.10
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3四半期         2,624百万円 22年12月期         2,414百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 0.00 －   

23年 12月期(予想)   500.00 500.00   

(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 
 
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、対前期増減率） 

 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 3,549  △1.9 412 △14.8 415 △16.2 249 △12.3 8,135.36

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 34,419株 22年12月期 32,759株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 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3Ｑ 29,919株 22年12月期3Ｑ 28,407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）3ページ、「（3）業績予想に関する定性的情報」をご確認ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や急激な円高の影響により依然として厳しい状況に

あります。特に製造業においてはサプライチェーンの立て直しや、海外経済の緩やかな回復や各種の政策効果など

を背景に景気が持ち直していくことが期待される一方で、引き続き電力供給の制約や原子力災害等の影響に加え、

新興国経済の伸び率鈍化や欧州の通貨危機等により、景気が下振れするリスク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、国内においては円高や震災によるサプライチェーン停滞の影響により、

また世界的なマクロ景気の鈍化を受けて、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た際は、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、第２四半期会計期間は、創業来 高であった前年

同期に迫る好況となりました。第３四半期会計期間におきましては、受注会員数、受注件数は前年同期を上回った

ものの、受注単価が前年同期を下回って推移しました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高2,339,651千円、営業利益242,035千円、経常利益242,063

千円、四半期純利益131,529千円という結果となりました。 

なお、平成23年９月21日付当社プレスリリース「アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社によ

る当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」、同日付「親会社、主要株主、主要株主である筆頭株

主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」等にてお知らせいたしましたとおり、アロー・チップワンスト

ップ・ホールディングス合同会社（以下「ACHD」といいます。）は、平成23年８月９日から当社普通株式及び当社

新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、本公開買付けは、平成23年９月20

日に終了しております。本公開買付けの結果、ACHDは平成23年９月28日（本公開買付けの決済開始日）付で、当社

普通株式29,758株（本資料提出日現在における当社の総株主の議決権の数に対する割合：96.92％）、新株予約権

482個（目的となる普通株式の数の合計482株）を保有するに至っております。この結果、ACHDは平成23年９月28日

（本公開買付けの決済開始日）付けで当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなり、当社は米

国法人であるアロー・エレクトロニクス・インクのグループ会社となっております。 

  

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３四半期会計期間末でのWebサイト会員数は約110,600名（前四半期末比約3,600名増）、第３四半期累計

期間における受注件数は約202,200件（前年同期比約30,500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、第２四半期累計期間までの粗利益率の

高い在庫商品の受注比率が拡大が奏功し、売上高は2,280,293千円、セグメント利益は216,893千円となりました。

 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マーケティング収入等に

より売上高は59,357千円、セグメント利益は25,142千円となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末における総資産は3,024,546千円となり、前事業年度末比149,990千円の増加となりまし

た。その主な要因は、商品が190,178千円、ソフトウェアが42,648千円、受取手形及び売掛金が38,981千円増加し

たこと等によるものであります。 

なお、純資産は2,629,859千円となり、自己資本比率は86.8％と前事業年度末の84.0％から2.8ポイント上昇しま

した。 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は2,639,476千円であり、内訳として現金及び預金1,619,104千

円、受取手形及び売掛金497,185千円及び商品479,299千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は385,070千円であり、内訳として無形固定資産であるソフト

ウェア207,732千円の占める割合が大きくなっております。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は385,854千円であり、内訳として支払手形及び買掛金181,286

千円、未払金94,577千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定負債） 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



当第３四半期会計期間末における固定負債はその他8,832千円であります。 

（純資産） 

当第３四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193,649千円増加し2,629,859千円となりまし

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等によるものであります。 

  

また、当第３四半期累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３四半期累計期間において、営業活動の結果減少した資金は19,361千円となりました。収入の主な内訳は、

税引前四半期純利益230,832千円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額190,178千円、法人税の支払額

179,995千円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果増加した資金は3,568千円となりました。主な内訳は、定期預

金の払戻による収入1,304,730千円、定期預金の預入による支出1,245,000千円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、財務活動の結果増加した資金は10,017千円となりました。収入の主な内訳は、

株式の発行による収入41,030千円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額28,582千円であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成23年7月22日に開示致しました「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」で発表した数値から変更しておりません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四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。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

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1,626千円減少し、税引前四半期純利益が2,293千円減少しており

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2,293千円減少しておりま

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３四半期会計期間末 
(平成23年９月30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 1,619,104 1,684,610

受取手形及び売掛金 497,185 458,204

商品 479,299 289,121

繰延税金資産 22,378 21,532

その他 23,319 72,418

貸倒引当金 △1,812 △2,798

流動資産合計 2,639,476 2,523,088

固定資産   

有形固定資産 61,077 63,553

無形固定資産   

ソフトウエア 207,732 165,083

ソフトウエア仮勘定 16,278 8,297

のれん － 407

その他 813 621

無形固定資産合計 224,823 174,409

投資その他の資産   

投資有価証券 47,297 69,650

関係会社株式 6,694 －

繰延税金資産 6,539 6,539

その他 38,688 37,370

貸倒引当金 △49 △55

投資その他の資産合計 99,168 113,504

固定資産合計 385,070 351,467

資産合計 3,024,546 2,874,555

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 181,286 145,336

未払金 94,577 99,840

未払法人税等 35,580 119,415

その他 74,409 62,492

流動負債合計 385,854 427,083

固定負債   

その他 8,832 11,261

固定負債合計 8,832 11,261

負債合計 394,686 438,345



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年９月30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 1,067,280 1,013,337

資本剰余金 853,219 799,276

利益剰余金 839,784 737,297

自己株式 △133,585 △133,585

株主資本合計 2,626,698 2,416,325

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △2,694 △1,456

評価・換算差額等合計 △2,694 △1,456

新株予約権 5,855 21,340

純資産合計 2,629,859 2,436,209

負債純資産合計 3,024,546 2,874,555



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,339,651

売上原価 1,344,729

売上総利益 994,921

販売費及び一般管理費 752,885

営業利益 242,035

営業外収益  

受取利息 2,107

仕入割引 630

その他 2,942

営業外収益合計 5,680

営業外費用  

売上割引 342

為替差損 3,074

投資事業組合運用損 2,123

その他 112

営業外費用合計 5,653

経常利益 242,063

特別利益  

新株予約権戻入益 1,162

特別利益合計 1,162

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 666

公開買付関連費用 11,726

特別損失合計 12,393

税引前四半期純利益 230,832

法人税等 99,302

四半期純利益 131,529



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 681,450

売上原価 407,330

売上総利益 274,120

販売費及び一般管理費 242,302

営業利益 31,817

営業外収益  

受取利息 255

仕入割引 291

その他 326

営業外収益合計 872

営業外費用  

売上割引 180

為替差損 14,111

その他 2

営業外費用合計 14,294

経常利益 18,395

特別利益  

新株予約権戻入益 827

特別利益合計 827

特別損失  

公開買付関連費用 11,726

特別損失合計 11,726

税引前四半期純利益 7,497

法人税等 5,007

四半期純利益 2,490



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30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 230,832

減価償却費 61,409

投資事業組合運用損益（△は益） 2,123

株式報酬費用 52,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） △991

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,453

受取利息及び受取配当金 △2,107

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） △38,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,178

仕入債務の増減額（△は減少） 35,950

未払金の増減額（△は減少） △7,122

その他 △66

小計 158,526

利息及び配当金の受取額 2,107

法人税等の支払額 △179,995

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,361

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 △1,245,000

定期預金の払戻による収入 1,304,730

有形固定資産の取得による支出 △25,819

無形固定資産の取得による支出 △80,878

差入保証金の差入による支出 △2,920

子会社の清算による収入 40,000

子会社株式の取得による支出 △6,694

投資事業組合の払戻による収入 20,000

投資事業組合からの分配による収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,568

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 41,030

配当金の支払額 △28,582

その他 △2,429

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,775

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 524,104



 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３四半期累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30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。  

  

当第３四半期会計期間（自平成23年７月１日 至平成23年９月30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） 

 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  2,280,293  59,357  2,339,651  －  2,339,651

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,280,293  59,357  2,339,651  －  2,339,651

セグメント利益  216,893  25,142  242,035  －  242,035

  
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  663,740  17,709  681,450  －  681,450

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  663,740  17,709  681,450  －  681,450

セグメント利益  24,989  6,828  31,817  －  31,817

（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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