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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３四半期連結 
累計期間 

第10期 
第３四半期連結 

会計期間 
第９期 

会計期間 
自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31日 

自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日 

自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日 

売上高 (千円) 769,128 221,586 1,181,634 

経常利益又は 
経常損失（△） 

(千円) △63,124 △38,564 54,888 

四半期(当期)純損失（△） (千円) △120,169 △27,352 △116,249 

純資産額 (千円) ― 610,340 765,530 

総資産額 (千円) ― 725,177 955,526 

１株当たり純資産額 (円) ― 67,808.08 84,235.31 

１株当たり四半期 
(当期)純損失（△） 

(円) △13,259.40 △3,021.66 △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 (％) ― 84.2 80.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △115,772 ― △39,849 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △8,391 ― △22,587 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △34,704 ― △75,590 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) ― 479,293 638,161 

従業員数 (名) ― 51 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３四半期連結累計

（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。 

   ３ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 
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２ 【事業の内容】 

 

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

 

 

３ 【関係会社の状況】 

 

 当第３四半期連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成21年３月31日現在 

従業員数(名) 
51 

〔４〕 

（注） 従業員数の〔 〕は、臨時従業員の当第３四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) 提出会社の状況 

平成21年３月31日現在 

従業員数(名) 
６ 

〔－〕 

（注）１ 従業員数の〔 〕は、臨時従業員の当第３四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３四半期会計期間において１名増加しておりますが、管理部門の強化に伴う人員の採

用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３四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 120,159 

新聞及び広告事業 95,766 

ファイナンシャル・アドバイザリー事業 ― 

その他の事業 5,659 

合計 221,586 

（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３四半期連結会計期間  

 販売高(千円) 割合（％）  

 株式会社CSK証券サービス 38,448 17.4  

 クリック証券株式会社 34,850 15.7  

   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３四半期連結会計期間において販売高（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３四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３四半期連結会計期間における市場環境は、平成20年９月のリーマン・ブラザーズ破綻に端

を発する「100年に１度の経済危機」に見舞われて以来、回復が見られない状態にありました。株式

市場では金融機関の信用市場関連での更なる損失拡大や、経営危機に瀕している米自動車大手ゼネ

ラル・モーターズ(ＧＭ)の破綻懸念に伴う世界経済の一段のダウンサイドリスクが強く警戒され、

リスク資産を圧縮して手元の流動性を確保する動きが強まりました。こうした非常に厳しい環境下

で、日経平均株価は平成21年年初の9,000円台から上値を切り下げる軟調な展開となり、一時は

7,000円割れ寸前まで下げ幅を拡大しました。その後は日本政府による大規模な景気刺激策に対する

期待感等から買い戻しが入り、平成21年３月末時点では8,000円台に回復しましたが、依然として先

行きを楽観できず予断を許さない状況が続いています。 

また、投資家の動向としては、日本の財務省が平成21年４月８日に発表した平成21年３月の「対

外及び対内証券売買契約等の状況（月次・指定報告機関ベース）」によれば、海外投資家は日本株

を１兆8,835億円売り越し、平成20年７月以降９ヵ月連続の売り越しとなるなど、国内株式市場への

積極的な投資が手控えられている状況にあります。 

このような市場環境のもと、当社グループは、個人投資家向けに提供するコンテンツと投資支援

アプリケーションを充実させ、趣向をこ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、

営業活動に邁進してまいりましたが、当第３四半期連結会計期間においても、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、新聞及び広告事業ともに引き続き厳しい状況下にあ

りました。また、ファイナンシャル・アドバイザリー事業では、金融市場の急激な混乱と信用収縮

に伴い、企業における資金調達をとりまく環境は更に厳しい局面に遭遇しております。 

 このような結果、当第３四半期連結会計期間においては、売上高は221,586千円、営業損失は

37,973千円、経常損失は38,564千円となりました。そして、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において顧客へ提供予定であったサービスの合意解約に伴う特別利益

12,000千円を計上したことから、四半期純損失は27,352千円となりました。 

 

 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 

当社グループの主力事業である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、株式向けサービスは依然として不調でありましたが、外国為替証拠金取引事業者向けサービ

スでは、外国為替証拠金取引の活況を背景に、ライセンス提供先である既存顧客において利用者数

が順調に増加したことから収益が拡大しました。しかしながら、金融機関等が情報サービス利用の

コスト削減や合理化の実施を進めていることの影響により、取引の縮小や新規サービス提供予定が

見送られるケースもありました。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は120,159千円、営業利益は42,542千円

となりました。 
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②新聞及び広告事業 

新聞事業においては、新規性・独自性のある取材記事を前面に押し出す紙面作りに努めました。

また、「ＮＳＪ日本証券新聞ＷＥＢ版」および「ＮＳＪ日本証券新聞モバイル版」については、安

定した閲覧数を維持することができました。しかし、厳しさが続いた昨今の株式市場の動向を反映

して新聞販売部数は引き続き低迷しました。広告事業においては、企業の全面ＩＲ支援広告や株主

優待特集などを企画し売上げ拡大に努めましたが、企業のコスト削減の影響により案件が減少しま

した。これまでのコスト削減の施策による営業費用の低減は持続しているものの売上減の結果、期

待した収支改善までには至りませんでした。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は95,766千円、営業損失は28,119千円

となりました。 

 

③ファイナンシャル・アドバイザリー事業 

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事業の立ち上げに取り組んでまいり

ましたが、企業の資金調達をとりまく環境は依然として回復のきざしが見られないため、あらため

て事業戦略の方向性を見直すこととなりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間における営業損失は4,758千円となりました。 

 

④その他の事業 

刊行物では、当第３四半期連結会計期間においては、確定申告のシーズンと重なったことから、

昨今注目されているＦＸ(外国為替証拠金取引)事業者向けの小冊子「税金と確定申告」シリーズの

販売が堅調であったほか、新たに「生命保険入門」を制作・販売いたしました。また、ＩＲ説明会

や投資セミナー等のイベント開催の受託に関しては、紙面と連動した企業ＩＲセミナーの企画提案

を推進し、大手企業のＩＲセミナーや地方都市におけるＩＴ関連企業のＩＲセミナー等の受託の実

績を上げることができました。しかしながら、『金融証券人名録』の刊行や３月決算会社の中間決

算に関連したＩＲセミナーの受託機会のあった第２四半期連結会計期間程の売上水準には至りませ

んでした。なお、連結子会社ドリームバイザー・ファイナンシャル株式会社においては、「ＦＸ

（外国為替保証金取引）事業及びＣＦＤ（差金決済取引）事業」への参入を目指し、準備を進めて

おります。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は5,659千円、営業損失は18,841千円と

なりました。 

 

 

(2) 財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産725,177千円、負債114,837千円、純資

産610,340千円となりました。 

 総資産については、前連結会計年度末に比べ、230,348千円（24.1%）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等により現金及び預金が158,868千円減少したこ

とや、売掛金が27,034千円減少したこと、繰延税金資産が65,757千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、75,158千円（39.6%）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49,432千円、その他流動負債の減少30,423千円等によるも

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、155,189千円（20.3%）減少となりました。これは

主に、当第３四半期連結累計期間における四半期純損失の計上120,169千円、前連結会計年度の配当

の実施28,172千円等によるものであります。 
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 (3) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、第２

四半期連結会計期間末に比べ、52,627千円減少し、479,293千円となりました。 

 当第３四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３四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41,711千円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失26,564千円の計上に対して、減価償却費4,693千円、賞与

引当金の増加7,596千円、役員賞与引当金の増加1,000千円、その他資産の増加16,858千円のほか、

売上債権の減少1,885千円、たな卸資産の減少680千円、並びにその他負債の減少12,187千円、仕

入債務の減少1,837千円等があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は6,523千円となりました。

これは、有形固定資産の取得1,228千円、無形固定資産の取得5,295千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３四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4,392千円となりました。

これは主に、自己株式の取得4,225千円等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３四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 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はありません。 

 

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の

新設、除却等について、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３四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３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成21年５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） 

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で
あり、単元株制度は採用して
おりません。 

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３四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31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 
単元株制度は採用しておりません。 

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21年１月１日～ 
平成21年３月31日 

－ 9,745 － 613,602 － 197,777 

 

 

 

(5) 【大株主の状況】 

 

   当第３四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。 
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(6) 【議決権の状況】 

 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、

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12月31日現在で記載しております。 

 

① 【発行済株式】 

   平成20年12月31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  678 

― 
 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 9,067 9,067 同上 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 9,745 ― ― 

総株主の議決権 ― 9,067 ― 

（注） 完全議決権株式(自己株式等)の株式数は、平成20年12月31日現在では678株でありますが、当第３四半期

会計期間末日現在では744株に増加しております。 

 

② 【自己株式等】 

     平成20年12月31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 

678 ― 678 6.96 

計 ― 678 ― 678 6.96 

（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12月31日現在では678株でありますが、当第３

四半期会計期間末日現在では744株に増加しております。 
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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 
 

10月 
 

11月 
 

12月 
平成21年 
１月 

 
２月 

 
３月 

最高(円) 127,000 118,500 107,900 85,100 58,500 55,000 55,100 50,000 100,000 

最低(円) 102,000 93,900 84,200 50,400 50,500 49,950 48,800 43,800 50,000 

（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３四半期連結会計期間(平成21年

１月１日から平成21年３月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成21年

３月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 連結の範囲の変更 

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。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

 第１四半期連結会計期間において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の決算日

は６月30日でしたが、当第３四半期連結会計期間において新規事業参入のための準備として、同社は決算

日を３月31日に変更しました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表作成にあたって

は、第３四半期決算日現在で同社が実施した本決算に基づく財務諸表を使用しております。 
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【簡便な会計処理】 

 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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３四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場合には、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】 

 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31日) 

（役員賞与引当金） 

 当社及び連結子会社のうち一社は役員に対する賞与

の支給見込額を第２四半期連結会計期間から合理的に

見積ることが可能となったことから、より適正な期間

損益計算を行うため、役員賞与引当金を計上すること

としました。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて当第３

四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、及び税金

等調整前当期純損失はそれぞれ3,000千円増加しており

ます。 
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【注記事項】 

  (四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31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 6,113 千円  

 貯蔵品 519 千円  

      
 

 

     

     

     
 

 

  (四半期連結損益計算書関係) 

 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31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 47,685 千円 

 給与諸手当・賞与 99,164 千円 

 新聞輸送費 91,280 千円 

 地代家賃 20,799 千円 

 支払手数料 22,860 千円 

     
 

 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31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 12,790 千円 

 給与諸手当・賞与 31,332 千円 

 新聞輸送費 29,556 千円 

 地代家賃 6,977 千円 

 支払手数料 7,933 千円 

     
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31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21年３月31日現在） 

 現金及び預金 479,293 千円 

 現金及び現金同等物 479,293 千円 
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(株主資本等関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成21年３月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１

日 至 平成21年３月31日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当第３四半期 
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３四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 744 

 

 

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３四半期 

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３四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３四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。 
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(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３四半期連結会計期間末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。 

 

(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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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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 

120,159 95,766 ― 5,659 221,586 ― 221,586 

(2) セグメント 
間の内部売上 
高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 120,159 95,766 ― 5,659 221,586 ― 221,586 

営業利益又は 
営業損失（△) 

42,542 △28,119 △4,758 △18,841 △9,177 (28,796) △37,973 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31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 

417,438 308,026 ― 43,663 769,128 ― 769,128 

(2) セグメント 
間の内部売上 
高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 417,438 308,026 ― 43,663 769,128 ― 769,128 

営業利益又は 
営業損失（△) 

185,548 △99,102 △40,255 △23,174 23,016 (86,622) △63,606 

（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。 
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(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。 

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

会社において参入に向けて準備中であるＦＸ（外国為替保証

金取引）事業及びＣＦＤ（差金決済取引）事業。 

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、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

ションの提供事業は、営業費用が当第３四半期連結会計期間においては29,470千円、当第３四半期連結

累計期間においては88,590千円減少し、同額営業利益が増加しております。 

４ 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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)及び当第３四半期連

結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)及び当第３四半期連

結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 １ １株当たり純資産額 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成20年６月30日) 

    

 67,808.08 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３四半期連結会計期間末 

(平成21年３月31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) 610,340 765,530 

普通株式に係る純資産額(千円) 610,340 765,530 

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)  744 657 

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) 

9,001 9,088 
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 ２ １株当たり四半期純損失 

  第３四半期連結累計期間 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

  

１株当たり四半期純損失 13,259.40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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

 
四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 120,169  

 
普通株式に係る四半期純損失(千円) 120,169  

 
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) 9,063  

 

 

  第３四半期連結会計期間 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

 
 
 

  
 

  
 

１株当たり四半期純損失 3,021.66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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

 

 四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 27,352 
 

 普通株式に係る四半期純損失(千円) 27,352 
 

 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) 9,052 
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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21年５月12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  北  山  千  里  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３四半期連結会計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び第３四半期連結累

計期間(平成20年７月１日から平成21年３月31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21年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連

結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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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