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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 26年３月 28日（金）午前 10:30～午前 11:30 

開催方法  対面による実開催 

開催場所  一橋大学 一橋講堂・会議室２階 中会議室２ 

   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 26年３月期第３四半期決算 会社説明会 

 

【添付資料】 

  平成 26年３月期第３四半期決算 会社説明会 資料 
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2014年3月期 第3四半期
連結業績概要



2014年3月期 第3四半期累計 連結業績概要
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※ 2013年3月期は決算期変更に伴う9か月決算で第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前年比増減率は『-』と記載

2014年3月期
第3四半期累計
（13年4～12月）

前年比
増減率*

売上高 500,552 -

営業損益 ▲ 101,922 -

経常損益 ▲ 108,845 -

当期純損益 ▲ 110,815 -

（単位：千円）

連結業績に、新規連結2社の7-12月業績が加わる

営業損益は金融アドバイザリー事業立上げなどに伴う費用負担増加により損失計上

（注）13年7月1日ウェルス・マネジメント(不動産金融事業)およびグローバル インベストメント マネジメント（金融アドバイザリー事業)を
株式交換により100％連結子会社化

（注）



セグメント別連結売上高
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2014年3月期
第3四半期累計

（13年4～12月）

前年比
増減率

金融市場ﾆｭｰｽ・
投資支援ｱﾌﾟﾘ事業

72,082 -

新聞・広告事業 228,788 -

IR支援事業 48,459 -

不動産金融事業 126,948 新規連結

金融アドバイザリー事業 18,228 新規連結

その他 6,044 -

合計 500,552 -

（単位：千円）

2013年4月～12月期 売上構成比

不動産金融事業と金融アドバイザリー事業が新規報告セグメントに

・両事業合わせ、第3四半期（4-12月）連結売上高の約３０％の構成比

金融市場

ﾆｭｰｽ・投

資支援ｱﾌﾟ

ﾘ事業

14%

新聞・広告

事業

46%

IR支援事

業

10%

不動産金

融事業

25%

金融アド

バイザ

リー事業

4%

その他

1%

※ 2013年3月期は決算期変更に伴う9か月決算で第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前年比増減率は『-』と記載



セグメント別連結営業損益
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2014年3月期
第3四半期累計

（13年4～12月）

前年比
増減率

金融市場ﾆｭｰｽ・
投資支援ｱﾌﾟﾘ事業

1,027 -

新聞・広告事業 ▲ 21,907 -

IR支援事業 ▲ 6,546 -

不動産金融事業 ▲ 23,076 新規連結

金融アドバイザリー事業 ▲ 41,222 新規連結

その他 2,708 -

調整額 ▲ 12,905 -

合計 ▲ 101,922 -

（単位：千円）

金融アドバイザリー事業立上げなどに伴う費用計上により損失計上

※ 2013年3月期は決算期変更に伴う9か月決算で第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前年比増減率は『-』と記載



連結バランスシート
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（単位：百万円）

2013年3月末 2013年12月末

総資産 343百万円 1,192百万円

純資産 302百万円 1,049百万円

一株当たり純資産（ＢＰＳ) 17,727円 25,370円

自己資本比率（％） 88.0 88.1

ネットD/Eレシオ（％） ▲87.4 ▲55.9 

Cash
263 Equity

302

Cash
408

Equity
839

総資産はWMI・GIM100％子会社化に伴い、両社保有の資産・負債が連結化

純資産はWMIとの株式交換および第5回新株予約権権利行使に伴い増加
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2014年3月期通期
連結業績見通し



2014年3月期 通期連結業績見通し
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2013年3月期
（12年7月

～13年3月*）

2014年3月期
（13年4月～14年3月*）

増減率

期初計画 修正計画 期初計画比 前年比*

売上高 359,930 1,083,000 850,000 ▲21.5％ －

営業損益 ▲76,446 172,000 19,000 ▲89.0％ 6期ぶり黒字転換

営業利益率 15.9% 2.2%

経常損益 ▲72,693 163,000 9,000 ▲94.5％ 7期ぶり黒字転換

当期純損益 ▲78,640 86,000 2,000 ▲97.7％ 8期ぶり黒字転換

一株当り利益
（円）

2,697.13 62.73 －

（単位：千円）

連結売上高・利益ともに通期見通しを下方修正（14年2月13日公表）
・ 主要セグメントにおいて計画未達成

見通し下方修正も、営業損益は6期ぶり、当期純損益は8期ぶり黒字転換の予想
・ 経費全般に対する予算執行の厳格化により利益確保へ

※ 2013年3月期より決算期を6月から3月へ変更
※ 決算期変更により2013年3月期は9か月決算、2014年3月期は12か月決算のため、前年比増減率は『－』と記載



セグメント別連結売上高見通し
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2013年3月期実績
（12/7～13/3*）

2014年3月期見通し
（13/4～14/3*）

増減率

期初計画 修正計画 期初計画比 前年比*

既存事業* 359,930 510,630 472,940 ▲7.4％ —

不動産金融事業 - 506,440 252,350 ▲50.2％ 新規連結

金融アドバイザリー事業 - 65,890 78,600 ＋19.3％ 新規連結

調整額 40 46,110 —

合計 359,930 1,083,000 850,000 ▲21.5％ —

（単位：千円）

不動産金融事業は、新たな受託資産獲得など新規案件が来期にずれ込む影響

既存事業は金融市場ﾆｭｰｽ・投資支援ｱﾌﾟﾘ事業、新聞・広告事業が伸び悩み当初計画を下回る

※ 2013年3月期より決算期を6月から3月へ変更
※ 決算期変更により2013年3月期は9か月決算、2014年3月期は12か月決算のため、前年比増減率は『－』と記載

金融アドバイザリー事業は、新規アドバイザリー案件受託などにより上方修正

※ 既存事業は、金融市場ﾆｭｰｽ・投資支援ｱﾌﾟﾘ事業、新聞・広告事業、IR支援事業、その他の合計



2013年3月期実績
（12/7～13/3*）

2014年3月期見通し
（13/4～14/3*）

増減率

期初計画 修正計画 期初計画比 前年比*

既存事業* ▲17,035 ▲14,960 ▲50,650 — —

不動産金融事業 - 223,650 20,630 ▲90.8％ 新規連結

金融アドバイザリー事業 - ▲30,690 962 — 新規連結

調整額 ▲59,410 ▲6,000 48,058 —

合計 ▲76,446 172,000 19,000 ▲89.0％ —

セグメント別連結営業損益見通し
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（単位：千円）

不動産金融事業は、新規案件受託の来期へのずれ込みに伴う利益減

既存事業は売上下方修正に伴う利益減

金融アドバイザリー事業は、営業体制見直しとコスト削減により黒字化

※ 2013年3月期より決算期を6月から3月へ変更
※ 決算期変更により2013年3月期は9か月決算、2014年3月期は12か月決算のため、前年比増減率は『－』と記載
※ 既存事業は、金融市場ﾆｭｰｽ・投資支援ｱﾌﾟﾘ事業、新聞・広告事業、IR支援事業、その他の合計
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主な取り組み 目的・内容・備考

13年7月1日
WMＩ社・GIM社を100%
連結子会社化

• 業容の大幅な拡大
• 総合金融サービス領域へ進出し、グループシナジー

効果を発揮
• 財務体質の強化・改善

13年10月11日
（行使期間満了日）

第5回新株予約権による
資金調達： 358百万円

• 主に不動産金融事業を中心に事業拡大のための
成長戦略投資に充当 → ホテルファンドへ出資

13年12月26日 投資支援ｱﾌﾟﾘ事業の売却 • 事業の選択と集中 （14年3月1日より非連結化）

14年2月14日
ホテルファンド組成
および共同出資

• ホテル全般を投資対象とする私募ファンドを組成

（ファンドへ6～10億円を共同出資）

• 第一号案件として大阪の大型ビジネスホテルを取

得し55億円規模でスタート予定

• ファンド規模は400億円までの積み上げを想定

• AM業務における受託資産積み上げを加速

『継続企業の前提に関する重要事象等』の記載解消に向け、早期の連結業績
回復を目指す

『継続企業の前提に関する重要事象等』の記載解消に向けて



今後の方向性・成長戦略
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 ビジネス領域の拡大

 新聞・広告事業およびIR支援事業は、ＷＭＩ・ＧＩＭの顧客（富裕層及び機関投資家）と
のネットワークを活かしたグループ内シナジー追求へ

 ＮＳＪ の顧客（上場企業及びオーナー等）に対するＷＭＩ・ＧＩＭの高付加価値な金融サー
ビスの提供による収益多様化と顧客単価の向上

既存事業と新規連結事業とのシナジー効果の追求、業容の一層の拡大

主力事業における成長戦略

 関連ファンドの組成、投資家との共同出資

ＡＭ受託資産の積み上げ加速

ホテル運営事業への進出

ホスピタリティ分野（ホテル、ヘルスケアなど）に経営資源を投下、不動産ＡＭ
業務における第2の柱を確立
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ご参考資料



会社概要
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会社名 ドリームバイザー・ホールディングス株式会社（以下、ＤＶＨ）

代表者
代表取締役会長 奥山 泰
代表取締役社長 千野 和俊

本社所在地 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番13号

設立年月日 1999年12月6日

上場市場 東証マザーズ市場（証券コード：3772）

資本金 8億8,001万円（2013年12月31日現在）

主要子会社
株式会社日本証券新聞社
ウェルス・マネジメント株式会社
グローバル インベストメント マネジメント株式会社



２０１３年６月３０日以前 ２０１３年７月１日以降

グループ
構成

事業領域

ＤＶＨグループ構成と事業領域

ドリームバイザー

・ホールディングス

日本証券新聞社
（NSJ)
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2013年7月1日 ウェルス・マネジメント(以下、WMI)およびグローバル インベスト
メント マネジメント（以下、GIM)を株式交換により100％連結子会社化

ドリームバイザー

・ホールディングス

日本証券新聞社
（NSJ)

ウェルス・マネジメント
(WMI)

グローバル
インベストメント

マネジメント(GIM)

総合金融サービスを提供するブティック型フィナンシャルグループへ進化

総合金融
メディア事業

総合金融
メディア事業

不動産金融
事業

金融アドバイ
ザリー事業



ＤＶＨグループ各社の事業内容
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連結子会社 事業セグメント 事業内容

日本証券新聞社

• 金融市場ニュース
投資支援アプリ事業
（14/3/1より非連結化）

• 新聞、広告事業

• IR支援事業

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

1944年創刊の金融証券総合専門紙
「NSJ日本証券新聞」を発行

事業会社のＩＲ活動を支援（個人投資家向け説明会
の開催、企業分析レポートの発行、各種ＩＲコンサル
テーションサービスの提供）

ウェルス・マネジメント • 不動産金融事業

アセットマネジメント業務：
富裕層や機関投資家等に対する不動産関連金融商
品への投資に関する助言

アクイジションサポート業務：
不動産仲介、投資物件の発掘、デューデリジェンス及
びドキュメンテーションなど不動産売買に関する総合的
なサービスを提供

グローバル
インベストメント
マネジメント

• 金融アドバイザリー
事業

富裕層および法人・個人顧客に対し、金融アドバイザ
リー等を行う総合的な金融サービスを提供

ファミリーオフィス業務、投資助言業務、ウェルスプラ
ニング業務を主軸に事業展開



株式交換によるＷＭＩ・ＧＩＭ100%子会社化の目的
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既存事業とのシナジーが期待できる総合金融サービス領域へ進出、業容拡大

• ＮＳＪ の顧客（上場企業及びオーナー等）に対するＷＭＩ・ＧＩＭの高付加価値な金

融サービスの提供による収益多様化と顧客単価の向上

• ＷＭＩ・ＧＩＭの顧客（富裕層及び機関投資家）とのネットワークを活かしたＩＲ支援

事業、新聞及び広告事業の拡大

総合金融サービスの提供を通じ、顧客の価値創造・向上における
最も信頼・期待されるパートナーを目指します

シナジー効果

ＮＳＪ、ＷＭＩ、ＧＩＭの持つ顧客基盤に対する各種サービスのクロスセル

狙い・目的
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免責事項

本資料には、当社および連結子会社の戦略や業績見通しなど将来に関する記述が含まれ
ております。

これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に基づいており、様々な
リスクや不確実性が内在しています。今後の事業運営や内外の経営環境変化などにより、
実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。
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