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＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について 
 
 

以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

                 記 

 

○ 開催状況 

開催日時  平成 22 年８月 24 日 午前 10:00～午前 11:00 

開催方法  対面による実開催 

開催場所  株式会社東京証券取引所 プレゼンテーションステージ 

   東京都中央区日本橋兜町２番１号 

説明会資料名 平成 22 年６月期決算 会社説明会 

 

【添付資料】 
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平成22年6月期決算 会社説明会平成 年 月期決算 会社説明会

個人投資家のためのファイナンシャル・サービス

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社
平成22年8月24日

注意：本資料に記載された業績予想ならびに将来予測は、当社が現時点で合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、さまざまな要素
により異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。
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により異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。



平成22年6月期総評

■金融証券市場の情報アプリケーション提供がメインビジネス

■株式市場の低迷、外国為替市場の円高傾向により業況は

厳しい厳しい

・ネット証券、ＦＸ会社へのライセンス事業の伸び悩み

・ドリームバイザー・ファイナンシャルの立ち上がりに時間

新聞事業は収支改善 悪期脱出・新聞事業は収支改善、 悪期脱出へ

経常黒字化の達成
今期（平成23年6月期）
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成長の為の事業育成



◇ 売上高は 前期比１５ ８％減少

平成22年６月期決算（連結）－概要

◇ 売上高は、前期比１５．８％減少。
◇ 売上原価・販売費及び一般管理費圧縮。
◇ 経常損失は、前期比１７．１％縮小。

平成２１年６月期
（千円）

平成２２年６月期
（千円）

前期比
（％）

売上高 ９８７ ９７８ ８３１ ４８９ △１５ ８売上高 ９８７，９７８ ８３１，４８９ △１５．８

売上原価 ５５７，８５３ ４４７，９１５ △１９．７

売上総利益 ４３０，１２４ ３８３，５７３ △１０．８

返品調整引当金戻入額
返品調整引当金繰入額

２，６７３
７

７
０

販売費及び一般管理費 ５１０，０３９ ４５０，８２０ △１１．９

営業損失 ７７，２４９ ６７，２４０

経常損失 ７６，６６８ ６５，１５３
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当期損失 １１１，９６５ ２８，９３５



平成22年6月期 連結貸借対照表

平成２１年６月期末
（千円）

平成２２年６月期末
（千円）

前期末比
（千円）

流動資産 ６０８，７４２ ６０９，９５３ ＋１，２１０

現金及び預金 ４５６ １３９ ３６６ ６７６ △８９ ４６３現金及び預金 ４５６，１３９ ３６６，６７６ △８９，４６３

売掛金 ７３，８４６ ５５，０２６ △１８，８２０

預託金 ― ４６，０００ ＋４６，０００

その他 ７８ ７５６ １４２ ２５１ ＋６３ ４９４

FX事業及びCFD事業におい

て顧客から預託された保証
金の分別管理のための金銭
信託等を計上。その他 ７８，７５６ １４２，２５１ ＋６３，４９４

固定資産 ９４，２００ ７５，３３９ △１８，８６１

流動負債 ８８，６７２ １０３，６０７ ＋１４，９３４

買掛金 １８ ７６０ １４ １２８ △４ ３６１

信託等を計上。

買掛金 １８，７６０ １４，１２８ △４，３６１

受入保証金 ― ４６，５１２ ＋４６，５１２

その他 ６９，９１２ ４２，９６６ △２６，９４６

固定負債 １ １２９ ２４８ △８８１

FX事業及びCFD事業におい

て顧客から預託された保証
金を計上。

固定負債 １，１２９ ２４８ △８８１

株主資本 ６１３，１４０ ５８１，４３６ △３１，７０４

総資産 ７０２，９４３ ６８５，２９２ △１７、６５０
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コーポレートストラクチャー

ドリームバイザー・ホールディングス組織図

ドリームバイザー・ コード：3772

1999年12月にドリームバイザー・ドット・コムを設立し、
金融証券市場ニュースや投資支援アプリケーションの
提供事業等を行う。2008年7月からは純粋持株会社に
移行し、商号をドリームバイザー・ホールディングスに
変更している

ホールディングス
ド 3

変更している。

1944年、もっとも歴史のある金融証券の総合紙として
創刊。日刊新聞以外にもWEBサイト「NSJ日本証券新
聞ネット」、「兜町ネット」の運営。2007年1月より連結子
会社となる。

100% 100%

FX・CFD
事業

メディア・IT
事業

100% 100%

2008年7月にドリームバイザー・ホールディングスの連
結子会社として設立。2009年5月に第一種金融商品取
引業者として登録し、同年7月よりFX（外国為替保証金
取引）事業及びCFD（差金決済取引）事業の運営を始
める。

14
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ドリームバイザー・ホールディングスの沿革

平成11(1999)年12月 ドリームバイザー・ドット・コム株式会社を設立。

平成17(2005 )年５月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 コード3772平成17 (2005 )年５月 東京証券取引所マザ ズ市場に上場。コ ド3772。

平成19 (2007 )年１月 株式会社日本証券新聞社を連結子会社化。 

純粋持株会社 移行 商号をド ムバイザ ホ デ グ 株式会社平成20(2008 )年７月 純粋持株会社へ移行し、商号をドリームバイザー・ホールディングス株式会社へ 

変更。同時にドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社（連結子会社）を設立。 

平成20 (2008 )年７月

平成21(2009 )年７月 ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社がＦＸ（外国為替保証金取引）事業及び

ＣＦＤ（差金決済取引）事業を開始。 

平成21 (2009 )年７月
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ビジネスラインとサービス

株式会社日本証券新聞社株式会社日本証券新聞社

① ドリームバイザー事業本部

ネット証券 FX業者への投資支援アプリネット証券、FX業者への投資支援アプリ

ケーションのライセンス提供

② 新聞事業② 新聞事業

証券専門紙『ＮＳＪ日本証券新聞』発行、

ＩＲセミナー、小冊子、ネットコンテンツの販売

ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社

ビ ダ

リ イザ ァイナンシャル株式会社

ＦＸ、ＣＦＤ取引サービス、システムトレーダー

向けサービスに注力
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豊富なグループ内リソース

◇ 様々なグループ内のプロダクト、サービスを融合することにより、低コストによる

新規事業を育成する。

株式会社日本証券新聞社

①ドリームバイザー事業

株価、為替PUSH配信システム、各種チャート等投資支援

②新聞事業

株 、 、各種 投資 援

アプリケーション、株価・投信データ、

オリジナル投信レーティング（投資信託評価機関）、

ワラントデータ配信システム、自動売買システムＦＡＳＴＡ、

日本証券新聞（本紙）、ＮＳＪネット、兜町ネット、

日本証券新聞ニュース（ネット配信）、金融証券関連税金

コンテンツ、小冊子、各種書籍、セミナー等ＩＲ事業関連サービス、

クレジットカード課金システム、ログ解析システム、

コンテンツ管理イントラシステム、

サイト『ドリームバイザー・ドット・コム』、

投資家・証券スタッフ向け情報システム

機関投資家向け月報『ＮＳＪファンドビズ』、縮刷版

編集会議速報、ＦＸナイトトレーダー、ニュースデータベース、

金融証券人名録

投資家 証券スタッフ向け情報システム、

アンケートシステム

ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社

ＦＸ ＣＦＤのインタ ネ ト取引事業 金融商品取引業者 日本証券業協会 （社）金融先物取引業協会加入 システムトレ ド各種 ンテンツ
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ＦＸ、ＣＦＤのインターネット取引事業。金融商品取引業者。日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会加入。システムトレード各種コンテンツ



グループシナジー

ドリームバイザー・

コンテンツ

ホールディングス

ウェブサイト

業務委託
新聞

務委託

FX・CFD事業 メディア事業

セミナー

情報ツ ル

マーケティング
コンテンツ
ツール

情報ツール

グループ外顧客
への提供

9グループ連携を通してより付加価値の高いサービスを顧客に提供する事が可能になる。



セグメント別売上状況等

事業の種類別セグメントの販売実績事業の種類別セグメントの販売実績

・金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業は、株式市場の長期低迷化とサービス提供先のコスト抑
制の影響を受けて減収に。

新聞及び広告事業は 利益率改善策により赤字幅が大幅に縮小・新聞及び広告事業は、利益率改善策により赤字幅が大幅に縮小。

・ＦＸ事業及びＣＦＤ事業は、開業初年度であり、立ち上げ中。

・その他の事業は、書籍の大型刊行からＷＥＢへシフトしたことにより売上高の嵩は減少するも、ＩＲセミナー等のイベント事業
の収益が貢献し、採算は向上。

平成２１年６月期
（千円）

平成２２年６月期
（千円）

売上高
（構成比）

営業利益 売上高
（構成比）

営業利益

金融市場ニュース及び
投資支援アプリケーションの提供事業

５４０，４９１
（54 7%）

２４２，７４３ ３８６，６７９
（46 4%）

１５７，３１７
投資支援アプリケーションの提供事業 （54.7%） （46.4%）

新聞及び広告事業
３９８，１２４

（40.3%）
△１２１，４７５ ３９５，３５９

（47.4%）
△２７，２５８

― ― ５，３２３ △７７，９５４
ＦＸ事業及びＣＦＤ事業

，
(0.6%)

，

その他の事業（出版、イベント等）
４９，３６２

（5.0%） △３０，６３３
４６，８６３

（5.6%） △１，１９４
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（注）上記の金額には、消費税等含まれておりません。



事業環境と当社の課題

◇事業環境
・日本の証券市場の低迷長期化

証券会社の業績不振・証券会社の業績不振

・ＦＸ事業及びCFD事業への規制強化

◇当社の課題

・経常利益の黒字化

・成長事業の育成

・資本補強、財務基盤の強化
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成長戦略①

システムトレ ドＦＡＳＴＡ 運用 分析アプリケ ションシステムトレードＦＡＳＴＡ 運用、分析アプリケーション

Station (ステーション） FASTA (ファスタ） 各種チャート

 リアルタイムで更新されるクオートリスト、チャー
ト、ニュース、クイック注文が一つの画面に統合
された情報ターミナル。

 人工音声による価格読み上げ機能が付いた
チ トは30種類以上のテク カル指標や日

 システムトレード初心者から上級者まで対応す
るシステムトレード完全自動売買ソフト。

 プログラム知識は一切不要。バックテストは必
要項目をチェックするだけで実行。自分のオリ
ジナルのトレ ドル ルを検証可能

 複数の通貨ペア、商品種を１ページにまとめ感
覚的にチャートを捉える事のできる『ぱらっと
チャート』、リアルタイムの価格推移を見れる『リ
アルタイムチャート』、より細かい通貨ペア、商
品種の比較が可能な『比較チャート』など多数
のチ トを表示チャートは30種類以上のテクニカル指標や日

足、週足などの分足を描画。

 ＣＦＤとＦＸの銘柄を一つの画面に表示できる比
較チャートやニュースと価格の連動性を分析で
きるリアクションチャートも装備。

ジナルのトレードルールを検証可能。

 バックテストのパフォーマンス分析もワンタッチ。
注文執行、約定まで完全自動売買を実行。

のチャートを表示。

 株式指標も初心者向けのものから上級者向け
のものまで多数対応。

装

ドリームバイザー・ファイナンシャルにおける顧客への提供
ＦＸ、証券会社へのライセンス提供
ドリームバイザー・ホールディングスの資産運用に関する分析ドリ ムバイザ ホ ルディングスの資産運用に関する分析
ドリームバイザー・ファイナンシャルの投資助言事業（予定）における活用
英語化による海外業者への提供を模索
カスタマイズに応じたシステム開発受託への注力

８
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成長戦略②

コンテンツの電子書籍化コンテンツの電子書籍化

各種チャート

など 新たな電子書籍等 流通市場における販売iPadなどの新たな電子書籍等の流通市場における販売

８
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成長戦略③

日本証券新聞社におけるIR事業への注力日本証券新聞社におけるIR事業への注力

札幌全国地方都市での
強力な集客力！

東京
名古屋大阪

徳島福岡

熊本

個人投資家 証券マン向け地方IRセミナ の強化
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個人投資家、証券マン向け地方IRセミナーの強化

新聞社のポジションを活かしたIRサービスの展開



成長戦略④

新たな機関投資家向けサ ビス（ファンドビズ）新たな機関投資家向けサービス（ファンドビズ）

15運用会社のトップらによる運用哲学、販売戦略をインタビュー形式で紹介。



連結業績予想（平成23年６月期）

売上高

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

中間期 406 △13 △20中間期

対前年同四半期増減率

406

[△7.8％]

△13

[―%]

△20

[―%]

通 期 901 30 16

対前期増減率 [8.4%] [―%] [―%]

（参考）

1株当たり予想当期純利益(通期) ：
1 791円31銭
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1,791円31銭
前期（平成22年6月期通期）実績 ：

売上高831百万円、経常損失65百万円、当期純損失28百万円



ありがとうございましたありがとうございました

http://www.dreamvisor.com/
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