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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 23 年３月 25 日（金）午後 3:00～午後 3:45 

開催方法  対面による実開催 

開催場所  学術総合センター１階 特別会議室１０１ 

   東京都千代田区一ツ橋２丁目１番２号 

説明会資料名    平成 23 年６月期第２四半期決算 会社説明会 

 

【添付資料】 

  平成 23 年６月期第２四半期決算 会社説明会 資料 

 

 

以上 

 



平成２３年６月期 第２四半期決算 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23年3月25日平成23年3月25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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１．平成23年6月期 第２四半期 実績

(1)平成23年6月期 第２四半期ハイライト(1)平成23年6月期 第２四半期ハイライト

株式市場の低迷が長く続
いた影響から 投資情報
株式市場の低迷が長く続
いた影響から 投資情報

新たなサービス提供
の機会を追求し 比較的堅調な比較的堅調ないた影響から、投資情報

アプリケーションの提供は
不振

いた影響から、投資情報
アプリケーションの提供は
不振

の機会を追求し、
提案営業に注力

比較的堅調な
事業に
経営資源を
集中

比較的堅調な
事業に
経営資源を
集中

ＦＸ・ＣＦＤのインターネット
取引事業は収益基盤の
確立が れ 撤 を決定

ＦＸ・ＣＦＤのインターネット
取引事業は収益基盤の
確立が れ 撤 を決定

今後は、ＦＸ・ＣＦＤの
インターネット取引
事業 維持 かかる

集中、

これまでの

集中、

これまでの
確立が遅れ、撤退を決定、
事業撤退損失を計上
確立が遅れ、撤退を決定、
事業撤退損失を計上

事業の維持にかかる
費用負担が解消

不振の挽回を
図り、
不振の挽回を
図り、

新聞の販売部数は減少
傾向
新聞の販売部数は減少
傾向

低減したコスト体質を
維持し、採算は改善

連結業績の
改善へ
連結業績の
改善へ

ＩＲ講演会などイベント
事業が収益源の一つ
に
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１．平成23年6月期 第２四半期 実績

(2)連結損益の状況(2)連結損益の状況

平成21年7～12月
（第２四半期累計）

構成比 平成22年7～12月
（第２四半期累計）

構成比 増減率

（金額単位：千円）

（第 四半期累計） （第 四半期累計）

売上高 440,506 100.0% 350,057 100.0% －20.5%
投資支援アプリケーション
の提供事業が苦戦。

原価率低減
売上原価 261,307 59.3% 181,590 51.9% －30.5%

原価率低減。

販売費及び
一般管理費 241,379 54.8% 214,429 61.3% －11.2%

固定費抑制。前年同期は
FX事業及びCFD事業への
参入時の初期費用が発生。

営業損失(△) △62,178 △14.1% △45,961 △13.1% ＋26.1%
収支は改善。

経常損失(△) △61 670 △14 0% △65 695 △18 8% －6 5%
資金運用において営業外損
失を計上。経常損失(△) △61,670 △14.0% △65,695 △18.8% 6.5%

四半期
純損失(△) △51,808 △11.8% △91,198 △26.1% －76.0%

事業撤退損失等を計上。

※千円未満は切り捨て表示。

◇ 連結売上高は、前年同期の水準を下回る。

◇ 新聞及び広告事業におけるコスト低減効果により営業損益ベースで収支改善。

◇ ＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの撤退関連費用を特別損失に計上
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◇ ＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの撤退関連費用を特別損失に計上。



１．平成23年6月期 第２四半期 実績

(3)セグメント別の売上高 営業損益(3)セグメント別の売上高・営業損益

250,000

300,000 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売上高

新聞及び広告事業 売上高

（金額単位：千円）

150,000

200,000 ＦＸ事業及びＣＦＤ事業営業収益

その他 売上高

0

50,000

100,000
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営業損益

新聞及び広告事業営業損益

‐100,000

‐50,000

H20/7～H20/12 H21/1～H21/6 H21/7～H21/12 H22/1～H22/6 H22/7～H22/12

ＦＸ事業及びＣＦＤ事業営業損益

その他 営業損益

「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」
株価その他の指標チャート機能、投資分析機能、市況ニュースなどを組み合わせたアプリケーションの提供

「新聞及び広告事業」

(注) 上のグラフでは第12期第２四半期に存在する各セグメントの外部売上高と営業損益のみ表示し、セグメントに分類されない全社費用は対象外としております。

「新聞及び広告事業」
金融市場の専門紙である新聞の制作及び販売、新聞紙面広告枠及びインターネット広告枠の販売、新聞販売から派生する商品・サービスの販売

「ＦＸ事業及びＣＦＤ事業」
外国為替保証金取引とＣＦＤ取引のインターネット取引

「その他」（出版事業、イベント事業、投資信託評価事業）
投資や金融市場に関する書籍・刊行物の制作・販売、投資セミナーの企画やＩＲ講演会の受託、当社グループ独自の定量評価方法による投資信
託のレ テ ング等の情報提供
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託のレーティング等の情報提供



１．平成23年6月期 第２四半期 実績

(4)連結貸借対照表の状況(4)連結貸借対照表の状況

（前期末）
平成23年6月末

（当第２四半期末）
平成22年12月末

構成比 増減 備考

（金額単位：千円）

平成 年 月末 平成 年 月末

流動資産 609,953 532,106 89.2% -77,847 経常損失65,695千円。

現金及び預金 366,676 292,333 49.0% -74,342 

売掛金 55 026 53 877 9 0% 1 148売掛金 55,026 53,877 9.0% -1,148 

預託金 46,000 38,000 6.4% -8,000 
ＦＸ事業及びＣＦＤ事業における
分別管理上の金銭信託の減少

その他 142,251 147,894 24.8% ＋5,643 

固定資産 75,339 64,124 10.8% -11,214 

流動負債 103,607 108,606 18.2% ＋4,998 

買掛金 14 128 14 476 2 4% ＋347買掛金 14,128 14,476 2.4% ＋347 

受入保証金 46,512 22,531 3.8% -23,981 
ＦＸ事業及びＣＦＤ事業における
顧客からの受入保証金の減少

その他 42,966 71,598 12.0% ＋28,632 

固定負債 248 155 0.0% -93 

株主資本 581,436 487,469 81.8% -93,967 四半期純損失91,198千円

総資産 685,292 596,230 100.0% -89,062 
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※千円未満は切り捨て表示。
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２．事業概要

当社グル プについて当社グループについて

ドリームバイザー・ドット・コム株式会社を設立。

東京証券取引所マザーズ市場に上場 コード3772東京証券取引所マザ ズ市場に上場。コ ド3772。

株式会社日本証券新聞社を連結子会社化。

会社分割によりドリームバイザー・ドット・コム株式会社の情報アプリケーション
事業を株式会社日本証券新聞社に移管事業を株式会社日本証券新聞社に移管。
ドリームバイザー・ドット・コム株式会社は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。
ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社（100％子会社）を設立。

ドリームバイザー・ホールディングス
（持株会社）

ドリ ムバイザ ・

・ 昭和19（1944）年創刊の証券専門紙、
「日本証券新聞」の発行

ドリームバイザー・
ファイナンシャル

日本証券新聞社・ 小冊子、ＷＥＢコンテンツの販売、
・ ＩＲ講演会などのイベントの企画、
・ ドリームバイザー・ドット・コムより承継し

た投資支援アプリケーションの提供 平成23年１月までＦＸとＣＦＤのインター

7

ネット取引業者として営業



２．事業概要

(1)金融証券市場ニ ス及び投資支援アプリケ ションの提供事業

Station

(1)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

各種チャート金融証券市場情報

主に個人投資家向けに証券会社、ＦＸ業者を通して各種投資支援アプリケーションを提供

Station 各種チャート金融証券市場情報

クオートリスト、テクニカルチャート、ニュース
が一つの画面に統合された情報ターミナル

 複数の銘柄や指標のチャ トを１ペ ジに

FASTA（自動売買ソフト）

 複数の銘柄や指標のチャートを１ページに
まとめた『ぱらっとチャート』

 テクニカル指標やパラメーターの設定が自
在にできるテクニカルチャート

 より細かい銘柄や指標の比較ができる
『比較チャート』

 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」

 上場銘柄の概要・業績データを
コンパクトにまとめた銘柄ガイド
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『比較チャ ト』ン ク ま 銘柄 イ
（会社ガイド）



２．事業概要

(2)新聞及び広告事業(2)新聞及び広告事業

証券専門紙「日本証券新聞」の発行、新聞紙面広告枠及びインターネット広告枠の販売、
ＷＥＢサイト「ＮＳＪ日本証券新聞」「兜町ネット」の運営、新聞販売から派生する商品・サー
ビスの販売などビスの販売など

株価欄に記者コメント、情報出来高を掲載

運用会社のトップらによる運用哲学 販売戦略を

9

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した「ＮＳＪファンドビズ」



２．事業概要

(3)その他(3)その他

出版事業、イベント事業、投資信託評価事業

新聞社のポジションを活かしたＩＲサービスを展開。 投資や金融市場について分かりやすく解説した新聞社のポジションを活かした サ ビスを展開。
地方都市において上場会社の個人投資家向けの
ＩＲ講演会を開催。

投資や金融市場に いて分かりやすく解説した
小冊子を制作、販売。

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

当社グループ独自の定量評価方法による
投資信託のレーティング等の情報提供
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３．今後の展開と業績予想

(1)主な施策(1)主な施策

グループ事業規模を一旦縮小～収支・財政状態の改善を図りつつ、

時機を見て次の新たな施策を打ち出せる体制に時機を見て次の新たな施策を打ち出せる体制に

 「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」では、既存の収益
モデルに固執しない形での新規サービス提供に向けて営業を推進

 新聞紙面の一層の充実

 ＩＲ講演会から派生するビジネスチャンスの追求

【ビジネス・リソース】

・ 各種チャート等投資支援アプリケーションの開発において培ったノウハウ

・ ＦＸ事業及びＣＦＤ事業（金融商品取引業）の経験ＦＸ事業及びＣＦＤ事業（金融商品取引業）の経験

・ インターネットサービスの料金課金システム、ログ解析システム、コンテンツ管理等

・ 「ＮＳＪ日本証券新聞」「ＮＳＪ日本証券新聞ネット」「兜町ネット」の媒体

・ 全国にＮＳＪ日本証券新聞（紙媒体）の購読者を確保全国にＮＳＪ日本証券新聞（紙媒体）の購読者を確保

・ ロングセラーの書籍から簡潔なWEB小冊子まで豊富なコンテンツ

・ 地方主要都市におけるＩＲ講演会の開催実績

・ オリジナル投信レーティング（投資信託評価機関）
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オリジナル投信レ ティング（投資信託評価機関）



３．今後の展開と業績予想

(2)平成23年6月期通期連結業績予想(2)平成23年6月期通期連結業績予想

（前期実績）
平成２２年６月期

（当期予想）
平成２３年６月期

増減率
平成２２年６月期 平成２３年６月期

売上高
（百万円） ８３１ ９０１ ＋8.4%

営業利益又は営業損失（△）
（百万円） △６７ ７ －

経常利益又は経常損失（△）経常利益又は経常損失（△）
（百万円） △６５ ３０ －

当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円） △２８ １６ －（百万円） △２８ １６ －

1株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）（円） △3,239.52 1,791.31 －

※ 現時点において平成22年６月期決算短信（平成22年８月12日付）発表
時点から業績予想数値に変更はありません。
なお、今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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なお、今後、何 変化 ある場合 適切 開 ま ります。



ありがとうございました

http://www.dreamvisor.com/
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