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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

連結経営指標等 

 

回次 
第10期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第９期 

会計期間 

自 平成20年 
  ７月１日 
至 平成20年 
  ９月30日 

自 平成19年 
  ７月１日 
至 平成20年 
  ６月30日 

売上高 (千円) 283,970 1,181,634 

経常利益又は 
経常損失（△） 

(千円) △10,401 54,888 

四半期(当期)純損失（△） (千円) △12,104 △116,249 

純資産額 (千円) 722,631 765,530 

総資産額 (千円) 826,178 955,526 

１株当たり純資産額 (円) 79,699.09 84,235.31 

１株当たり四半期 
(当期)純損失（△） 

(円) △1,334.66 △12,773.26 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) ― ― 

自己資本比率 (％) 87.5 80.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △90,577 △39,849 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,867 △22,587 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △23,698 △75,590 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) 522,018 638,161 

従業員数 (名) 48 45 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について、第９期並びに第10期第１四半期連結累計 

（会計）期間は潜在株式が存在しますが、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりま 

せん。 
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２ 【事業の内容】 

 

当社は、平成20年７月１日付をもって、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

供事業を連結子会社である株式会社日本證券新聞社へ承継させる会社分割を実施し、子会社の経営管

理を行う持株会社となりました。 

また、この持株会社制のもと、企業のファイナンスに関するコンサルティング、Ｍ＆Ａに関するア

ドバイザリー事業等を行うことを目的として、平成20年７月１日付で当社100%出資によりドリームバ

イザー・ファイナンシャル株式会社を新たに設立いたしました。 

これに伴い、同社の事業をファイナンシャル・アドバイザリー事業として事業の種類別セグメント

の区分に加えております。 
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３ 【関係会社の状況】 

 

当第１四半期連結会計期間において下記の会社を当社100％出資により設立し、連結子会社といたし

ました。 

（名称） ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社 

（住所） 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 

（資本金) 95百万円 

（主要な事業の内容） ファイナンシャル・アドバイザリー事業 

（議決権に対する提出会社の所有割合） 100% 

（関係内容） 役員の兼任、事務所の転貸借、事務委託 

 （注）１ ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社は特定子会社に該当しております。 

    ２ ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社は有価証券報告書の提出会社ではありません。 

 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成20年９月30日現在 

従業員数(名) 
           48 

〔４〕 

（注）１ 従業員数の〔 〕は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人数（１日８時間換算）であ 

    ります。 

   ２ 従業員数が、当第１四半期連結会計期間において３名増加しておりますが、平成20年７月１日付で設 

    立いたしましたドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社において採用したことによるものであり 

    ます。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成20年９月30日現在 

従業員数(名) 
           ５ 

〔-〕 

（注）１ 従業員数の〔 〕は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人数（１日８時間換算）でありま 

    すが、該当はありません。 

   ２ 従業員数が、当第１四半期会計期間において３名減少しておりますが、株式会社日本證券新聞社との 

    平成20年７月１日付会社分割に伴い、承継された事業に所属する従業員が株式会社日本證券新聞社へ移 

    籍したことによるものであります。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 

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 

156,939 

新聞及び広告事業 113,223 

ファイナンシャル・アドバイザリー事業 ― 

その他の事業 13,807 

合計 283,970 

（注）１ 販売実績において、セグメント間取引はありません。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 

販売高(千円) 割合(％) 

株式会社CSK証券サービス 98,575 34.7 

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ４ 上記ファイナンシャル・アドバイザリー事業は、当第１四半期連結会計期間より、セグメント区分に 

    加えておりますが、当該事業は開始後間もないため、販売高（売上高）を計上しておりません。 
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２ 【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

 

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。 

 

(1)業績の状況 

当第１四半期連結会計期間における市場環境は、米サブプライムローン(低所得者向け住宅ロー

ン)問題に端を発した金融危機が一段と悪化し、実体経済も減速するとの警戒感が強まり、株式市場

は軟調な展開となりました。とりわけ、米国でリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが平成20

年９月に経営破綻したことに伴って金融市場では信用収縮の深刻化からリスク資産圧縮の動きが鮮

明となり、期初段階で13,000円台にあった日経平均株価は、期末には11,000円台へと大幅に下落し、

個人投資家により密着した新興市場の株価も平成20年９月下旬に年初来安値を付けるなど、引き続

き下落基調が継続しています。 

このような市場環境のもと、当社グループは、「個人投資家のためのファイナンシャル・メディ

ア」としてのプレゼンスを上げるため、提供するコンテンツと投資支援アプリケーションの充実、

趣向を凝らした新聞紙面とウェブサイト作りに継続して取り組み、営業活動を積極的に推進してま

いりました。また、新聞事業については、これまでの施策が徐々に奏功し、コスト体質が改善され

つつあります。一方、総合ファイナンシャル・サービス企業への業容拡大を目指し、新たにファイ

ナンシャル・アドバイザリー事業を開始いたしましたが、まだ立ち上げの段階であります。 

このような結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間においては、売上高は283,970千円、

営業損失は11,192千円、経常損失は10,401千円、そして四半期純損失は12,104千円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

なお、セグメント間取引については相殺消去しておりません。 

 

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 

平成20年７月１日付の会社分割に伴い、連結子会社である株式会社日本證券新聞社により承継さ

れた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においては、株式市場の低迷、

下落基調の中で株式向けサービスの利用者数、売上高が伸び悩んだものの、外国為替証拠金取引事

業者向けサービスが前年度に引き続き好調かつ堅調に推移いたしました。 

これらの結果、売上高は156,939千円、営業利益は83,944千円となりました。 

 

②新聞及び広告事業 

新聞及び広告事業においては、独自性とテーマ性、話題性を重視した紙面作りを推進する一方、

金融・経済全般を多角的に捉える総合的な金融情報の提供に努めました。具体的には、マーケット

が拡大する外国為替の情報を網羅した「ＮＳＪ 外国為替新聞」の制作を平成20年８月に開始し、

平成20年９月中旬からウィークリー化させました。これに続き、新興国や海外マーケットの動向を

掘り下げて伝える「ＮＳＪ グローバル イマージング新聞」を平成20年９月にスポットで制作しま

した。また、販売取引形態の見直しやコスト削減に取り組んできたことから、当該事業における営

業費用は圧縮されてまいりました。しかしながら、株式市場の下落基調の中、新聞の売上が低迷し、

収益の回復には至っておりません。 

これらの結果、売上高は113,223千円、営業損失は40,632千円となりました。 
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③ファイナンシャル・アドバイザリー事業 

平成20年７月１日付で新規設立したドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社において、フ

ァイナンシャル・アドバイザリー事業を行っております。企業のファイナンスに関するコンサルテ

ィング等を主軸として活動を開始しておりますが、まだ事業立ち上げ段階であり、売上高計上には

至っておりません。一方、営業費用については、会社設立時諸経費や先行投資も含めた負担があり

ました。 

これらの結果、営業損失は20,075千円となりました。 

 

④その他事業 

出版事業においては、書籍『リスクテイカー ネット金融維新伝』を刊行したほか、金融市場に

関するテーマの小冊子シリーズの拡販に注力してまいりました。 

イベント事業につきましては、上場企業のＩＲセミナーに加えて、資産運用型セミナーを複数受

託いたしました。 

以上のような積極的な営業活動により、収益の基盤として育ちつつありますが、黒字化までには

至っておりません。 

これらの結果、売上高は13,807千円、営業損失は4,578千円となりました。 

 

 

(2) 財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産826,178千円、負債103,547千円、純資

産722,631千円となりました。 

総資産については、前連結会計年度末に比べ、129,347千円（13.5%）減少となりました。これは

主に、従業員に対する賞与の支給及び法人税の納付に伴い、現金及び預金が116,143千円減少したこ

と等によるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比べ、86,448千円（45.5%）減少となりました。これは主に、

法人税の納付に伴う未払法人税等の減少51,241千円及び賞与引当金の減少15,601千円等によるもの

であります。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ、42,898千円（5.6%）減少となりました。これは主

に、四半期純損失の計上12,104千円、前連結会計年度の配当金の支払28,172千円等によるものであ

ります。 

 

   

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、

522,018千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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１四半期連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は、90,577千円となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純損失11,509千円のほか、法人税等の支払額50,428千円、

未払費用及びその他負債の減少31,750千円、賞与引当金の減少15,601千円等によるものでありま
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す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は、1,867千円となりました。

これは、有形固定資産の取得に伴う支出1,867千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は、23,698千円となりまし

た。これは、自己株式の取得による支出2,622千円や、前連結会計年度の配当金の支払によるもの

であります。 

 

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更 

はありません。 

 

 

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

 

①提出会社 

 当第１四半期連結会計期間において、提出会社は会社分割により以下の設備を連結子会社である株 

式会社日本證券新聞社へ承継させております。 

 

事業所名 

（所在地） 

事業の種類別 

セグメントの 

名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 

（名） 
器具備品 

ソフト 

ウェア 
合計 

本社事務所 

（東京都 

千代田区） 

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 

事務機器 

情報配信設備 
8,568 15,293 23,861 

   ５ 

〔４〕 

 （注） 上記は、平成20年７月１日付会社分割に伴い、当社から当社の連結子会社である株式会社日本證券新 

    聞社へ承継いたしました。 

 

②国内子会社 

 当第１四半期連結会計期間において、連結子会社である株式会社日本證券新聞社は、会社分割によ 

り、提出会社から①提出会社の記載のとおりの設備を承継しております。 

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画 

前連結会計年度末計画中であった重要な設備の新設、除却等について、当第１四半期連結会計期

間において、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等に該当は

ありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 17,548 

計 17,548 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年11月14日) 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 9,745 9,745 
東京証券取引所 
（マザーズ市場） 

― 

計 9,745 9,745 ― ― 

(注) 発行済株式総数の内100株は、現物出資（有価証券（100株）５百万円）によるものであります。 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

 

株主総会の特別決議日（平成16年11月19日） 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年９月30日) 

新株予約権の数（個） 59 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 59 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 160,000（注） 

新株予約権の行使期間 平成18年12月31日～平成26年5月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      160,000 
資本組入額      80,000 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい 
 て当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業 
 員、非常勤職員及び顧問であることを要す。 
 
②その他の新株予約権の行使条件は付与者と締結され 
 る新株予約権割当契約によるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要す 
るものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

（注） 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整に 

   より生ずる１円未満の端数を切り上げる。 

 

 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
 

１ 

分割（又は併合）の比率 

 

    また、新株予約権発行後、払込価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権による権利行使の場合を含ま 

   ない。）又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満 

   の端数は切り上げる。 

    なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を 

   控除した数をいうものとする。 

 

 

 

 

調整後払込価額 

 

 

 

 

＝ 調整前払込価額 × 

 

 

 

 既発行株式数 ＋ 

 

新規発行株式数 
又は処分自己株式数 

× 
１株当たり払込価額 

又は処分価額 

調整前払込価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分自己株式数 

    

   上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、株式分割を行う場合、資本減少を行う場 

   合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で払込価額を調整 

   するものとする。 
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(3) 【ライツプランの内容】 

 

   該当事項はありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

平成20年７月１日～ 
平成20年９月30日 

－ 9,745 － 613,602 － 397,777 

 

 

(5) 【大株主の状況】 

 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

当第１四半期会計期間終了後、東京中小企業投資育成株式会社より平成20年10月20日付で関東財

務局長に提出された変更報告書により、平成20年10月17日時点で以下の報告を受けておりますが、

当社として当第１四半期会計期間末における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりま

せん。 

なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 
発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合（％） 

投資育成１号投資事業有限責任 
組合幹事  無限責任組合員 
東京中小企業投資育成株式会社 

東京都渋谷区渋谷３－29－22 890 9.13 

 

 

(6) 【議決権の状況】 

 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年６月30日現在で記載しております。 

① 【発行済株式】 

平成20年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 
普通株式  657 

― 
 権利内容に何ら限定のない 
 当社における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,088 9,088 同上 
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単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 9,745 ― ― 

総株主の議決権 ― 9,088 ― 

（注） 完全議決権株式(自己株式等)の株式数は、平成20年６月30日現在では657株でありますが、当第１四半期 

   会計期間末日現在では678株に増加しております。 

 

 

② 【自己株式等】 

平成20年６月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
ドリームバイザー・ホー
ルディングス株式会社 

東京都千代田区 
一ツ橋一丁目１番１号 

657 ― 657 6.74 

計 ― 657 ― 657 6.74 

（注） 自己名義所有株式数並びに所有株式数の合計は、平成20年６月30日現在では657株でありますが、当第１ 

   四半期会計期間末日現在では678株に増加しております。 

 

 

２ 【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 
平成20年 

７月 
 

８月 
 

９月 

最高(円) 127,000 118,500 107,900 

最低(円) 102,000 93,900 84,200 

（注） 株価は、東京証券取引所 マザーズ市場におけるものであります。 

 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平 

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 

 

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年 

７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期 

レビューを受けております。 
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

１ 連結の範囲の変更 

 当第１四半期連結会計期間から、新たに設立したドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社を連結の 

範囲に含めております。 

 なお、変更後の連結子会社の数は２社であります。 

 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９ 

 号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方 

法）に変更しております。 

  なお、この結果、従来の方法によった場合と比べて、損益並びにセグメント情報に与える影響はあり 

 ません。 
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【簡便な会計処理】 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動がないと認 

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

２ 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸 

高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、棚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 

積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

 

３ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

４ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法 

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異等の発生 

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計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っております。 

 

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

 

   該当事項はありません。 

 

【追加情報】 

 

   該当事項はありません。 
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【注記事項】 

  (四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年６月30日) 

※１ たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。 

 製品 5,375 千円  

 仕掛品 1,469 千円  

 貯蔵品 618 千円  

      
 

 

     

     
 

 

 

  (四半期連結損益計算書関係) 

 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは 

  以下のとおりであります。 

 役員報酬 17,420 千円 

 給与諸手当・賞与 39,871 千円 

 新聞輸送費 31,313 千円 

 地代家賃 6,938 千円 

 支払手数料 6,234 千円 

     
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

             （平成20年９月30日現在） 

現金及び預金 522,018 千円 

現金及び現金同等物 522,018 千円 
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成20月７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 9,745 

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 678 

 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株) 
当第１四半期 

連結会計期間末残高 
(千円) 

提出会社 普通株式 59 ― 

合計 59 ― 

 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年９月25日 
定時株主総会 

普通株式 28,172 3,100 平成20年６月30日 平成20年９月26日 利益剰余金 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、 

  配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

 ５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

    株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載して 

   おりません。 

 

 

(リース取引関係) 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借契約に係る方法に準じて処理を 

行っておりますが、当第１四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比 

べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 
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(有価証券関係) 

 該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

(共通支配下の取引等) 

 １．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並び 

  に取引の目的を含む取引の概要 

 当社及び当社の連結子会社である株式会社日本證券新聞社は、平成20年６月30日開催の両 

社の臨時株主総会の決議内容に基づき、平成20年７月１日を効力発生日とする会社分割（吸 

収分割）により当社の情報配信事業（注１）に係る権利義務を当社の連結子会社である株式 

会社日本證券新聞社へ承継させ、株式会社日本證券新聞社はこれを承継いたしました（注 

２）。 

 この吸収分割の目的は以下５点を実現するためであります。 

・２社のニュース制作など情報配信事業を統合し、営業でのシナジー効果を追求。 

・社内組織の単純化により内部統制を強化。 

・グループにおけるファイナンシャル・サービス開始に伴うファイヤーウォールの確保。 

・会社分割と同時に当社商号を変更することにより、ネット企業から総合ファイナンシャ

ル・サービス企業への業容拡大を明確化。 

・資金の効率的運用。 

    （注）１ 株価や出来高等の市場データと検索エンジンやチャート等を組み合わせて、投資を行う際 

        のサポートとなるソフトウェアの提供等に関する事業。 

       ２ 分割対象事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産・負債及び契約上の地

位 

        並びにこれらに付随する権利・義務の対価として、株式会社日本證券新聞社普通株式（株

数： 

        19,490株 取得原価：62,623千円）が新たに発行されております。 

 

 

 ２．実施した会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準 

   及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成 

   19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

 

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 
(千円) 

新聞及び 
広告事業 
(千円) 

ファイナンシ
ャル・アドバ
イザリー事業 

(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

156,939 113,223 ― 13,807 283,970 ― 283,970 

(2) セグメント 
間の内部売上 
高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 156,939 113,223 ― 13,807 283,970 ― 283,970 

営業利益又は 
営業損失（△) 

83,944 △40,632 △20,075 △4,578 18,657 △29,850 △11,192 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な業務内容 

 

(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 

…… 

 

連結子会社である株式会社日本證券新聞社における株価や出 

来高等の市場データと検索エンジンやチャート等を組み合わ 

せて、投資を行う際のサポートとなるソフトウェア（中級・ 

上級投資家向けサービス、一般投資家向けサービス、外国為 

替証拠金取引事業者向けサービス及び証券会社・銀行営業職 

員等向けサービスに分類）の提供。 

 

 

(2) 

 

新聞及び広告事業 

 

…… 

 

連結子会社である株式会社日本證券新聞社における新聞販 

売、新聞紙面の広告及びインターネット広告。 

  

 

(3) 

 

 

ファインナンシャル・ 

アドバイザリー事業 

…… 

 

 

連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式 

会社における、企業のファイナンスに関するコンサルティン 

グ、Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務等。 

 

 

(4) 

 

 

その他の事業 …… 連結子会社である株式会社日本證券新聞社における証券・投 

資に関する書籍の出版、投資セミナー等のイベント主催及び 

動画コンテンツの制作、提供等。 

３ 前連結会計年度までは、提出会社において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 

 供事業を行い、提出会社の管理部門の費用を、当該セグメントに含めておりましたが、当第１四半期連 

 結会計期間より、提出会社が各子会社の経営管理機能のみを有する持株会社へ移行したことに伴い、提 

 出会社の管理部門に係る費用は、いずれのセグメントにも属さない全社として認識し、消去又は全社の 

 項目に含めております。これにより、従来の方法に比べ、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においては、営業費用が30,493千円減少し、同額営業利益が増加しております。 

４ 当第１四半期連結会計期間より、連結子会社であるドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社に 

 おいて開始した事業を「ファイナンシャル・アドバイザリー事業」として区分しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

   在外子会社及び重要な在外支社がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 
 

 

 

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年６月30日) 

  

79,699.09 円 
 

  

84,235.31 円 
 

 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 
前連結会計年度末 
(平成20年６月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 722,631 765,530 

普通株式に係る純資産額(千円) 722,631 765,530 

差額の主な内訳(千円)   

新株予約権 ― ― 

少数株主持分 ― ― 

普通株式の発行済株式総数(株) 9,745 9,745 

普通株式の自己株式(株)  678 657 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(株) 

9,067 9,088 
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２ １株当たり四半期純損失 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

  
 

１株当たり四半期純損失 1,334.66 円 
 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期 

純損失であるため、記載しておりません。 

   ２ １株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

項目 
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 12,104 

普通株式に係る四半期純損失(千円) 12,104 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 9,069 
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(重要な後発事象) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

（自己株式の取得に関する決議） 

当社は平成20年10月28日開催の当社取締役会におい 

て、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用 

される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得す 

ることを、下記のとおり決議いたしました。 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己 

株式を取得するものであります。 

 

２．取得の内容 

  取得する株式の種類  当社普通株式 

  取得する株式の総額  435株（上限） 

  株式の取得価額の総額 ３千万円（上限） 

  自己株式取得の日程  自 平成20年11月17日 

             至 平成21年５月31日 

  取得方法       東京証券取引所における 

             市場買付 

 

 

 

 

 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月11日 

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 

 取 締 役 会 御中 

東陽監査法人 

 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  助  川  正  文  印 

 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  金  本  光  博  印 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社の平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会

計年度の第１四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ドリームバイザー・ホールディン

グス株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半

期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

 
 
(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四

半期報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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