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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11期

第３四半期連結
累計期間

第12期
第３四半期連結
累計期間

第11期
第３四半期連結
会計期間

第12期
第３四半期連結
会計期間

第11期

会計期間

自　平成21年
　　７月１日
至　平成22年
　　３月31日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成23年
　　３月31日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　３月31日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　３月31日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成22年
　　６月30日

売上高 (千円) 647,732 502,859 207,226 152,802 831,489

経常損失（△） (千円) △70,202 △88,647 △8,532 △22,952 △65,153

四半期(当期)純損失（△）(千円) △77,327△196,599△25,519△105,400△28,935

純資産額 (千円) ― ― 533,044 382,068 581,436

総資産額 (千円) ― ― 656,039 538,186 685,292

１株当たり純資産額 (円) ― ― 59,678.0642,775.2665,095.90

１株当たり四半期
(当期)純損失（△）

(円) △8,657.37△22,010.64△2,857.07△11,800.32△3,239.52

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 (％) ― ― 81.3 71.0 84.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △58,452 △69,243 ― ― △91,306

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △9,542 △40,675 ― ― 4,638

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,755 △2,910 ― ― △2,795

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 385,390 253,846 366,676

従業員数 (名) ― ― 37 26 37

（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11期、第11期第３四半期連結累計（会計）期間、並びに第

12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】

当社グループは平成23年１月31日をもって「ＦＸ事業及びＣＦＤ事業」（金融商品取引業）から撤退いたしました。これ

は、同事業において早期に黒字化を達成することが困難であると判断したためであります。

 

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23年３月31日現在

従業員数(名)
　 26
〔３〕

（注）１　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　従業員数が当第３四半期連結会計期間において８名減少しております。これは主にＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの撤退

に伴い人員整理を行ったことによるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名)
                    ５

〔-〕

(注) 　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。
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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報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

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

58,838 △36.9

新聞及び広告事業 87,306 △12.6

ＦＸ事業及びＣＦＤ事業 19 △99.0

その他 6,865 △46.9

合計 153,029 △26.4

（注）１  セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２  「その他」は報告セグメントに含まれない事業セグメントの売上高であります。

３  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

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

クリック証券株式会社 36,480 17.5 23,050 15.1

株式会社ＣＳＫ 29,090 14.0 － －

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

５　前第３四半期連結会計期間における主な相手先である株式会社ＣＳＫ証券サービスは、株式会社ＣＳＫ

システムズを存続会社として合併した後、株式会社ＣＳＫホールディングスと合併、商号を株式会社ＣＳ

Ｋに変更しております。

６　当第３四半期連結会計期間における株式会社ＣＳＫについては、当該割合が100分の10未満であるため、

販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載しておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に

ついての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

３ 【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の決定又は締結等はありません。

 

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ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、堅調な新興国需要がサポートとなることで緩やかな景気回復に向かう

との見方が広がったものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災後には状況が一変し、国内景気のダウンサイドリス

クが強く意識される状況となりました。株式市場では世界的に過剰流動性相場の様相が強まり、出遅れ感の強かった日本株

を見直す動きから日経平均株価は平成22年４月以来の高値水準となる10,800円台まで回復しましたが、東日本大震災と福島

第１原発事故の事態深刻化を受けて警戒感が高まり、一時は8,200円台と平成21年４月以来、約２年ぶりの安値へと崩落しま

した。外国為替相場では、東日本大震災と福島第１原発事故を受けて投機的な円買いの動きが加速し、円相場は一時１ドル＝

76円台を付け、16年ぶりに最高値を更新しました。個人投資家の動向としては、東日本大震災後に投資マインドは冷え込んだ

ものの、日米金融緩和による株式市場の流動性回復から売買代金は回復の兆しが見られ、外国為替証拠金取引は増加基調で

推移し、震災発生後には為替相場が急変動したために取引数量は大幅に増加しました。

このような状況の下、当社グループでは、既存の事業において営業活動を推進しつつ、当社グループのリソースを活かし、

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と新聞及び広告事業を補完する収益モデルの確立に取り

組んでまいりました。

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では、低調さを脱しきれませんでした。これまでのアプ

リケーションの開発やウェブサイトの運営で培ってきたノウハウを活かした新たなサービス提供の機会を追求しており、期

間後半の市場環境の急変が新規案件の成約に影響しているものの、案件の獲得及び進捗に注力しました。

新聞及び広告事業では、新聞の購読部数が緩やかながら減少傾向にある中、読者にとって有用なテーマで記事内容・紙面

を充実させ、購読者の確保に努めました。

ＦＸ事業及びＣＦＤ事業では、早期の黒字化が困難であることから、平成23年１月31日をもって、当該事業から撤退いた

しました。

その他では、地方主要都市での企業のＩＲ講演会の受託開催が売上に貢献いたしました。

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152,802千円（前年同四半期比26.3％減）、営業損失は

30,902千円（前年同四半期は8,956千円の営業損失）、経常損失は22,952千円（前年同四半期は8,532千円の経常損失）とな

りました。そして、当第３四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の本店を当社本店に移転

し集約することを決定したことから、当該移転にかかる費用の見込額12,063千円を特別損失に計上したほか、当第３四半期

連結会計期間の業績を踏まえて繰延税金資産の回収可能性を再検討した結果、繰延税金資産の一部を取崩し、法人税等調整

額69,592千円を計上したことから、四半期純損失は105,400千円（前年同四半期は25,519千円の四半期純損失）となりまし

た。

EDINET提出書類

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社(E03801)

四半期報告書

 5/36



 

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

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、低調さを脱しきれず、期間後半において既存の

サービス提供先での取引縮小を余儀なくされました。既存のサービス提供での不振から挽回すべく、これまでのアプリケー

ションの開発やウェブサイトの運営で培ってきたノウハウを活かした新たなサービス提供の機会を追求してまいりました。

期間後半の市場環境の急変が新規案件の成約に影響しておりますが、案件の獲得及び進捗に注力しました。

これらの結果、売上高は58,838千円（前年同四半期比36.9％減）、営業利益は16,627千円（前年同四半期比58.2％減）と

なりました。

 

②新聞及び広告事業

新聞事業では、新聞の購読部数の下げ幅は落ち着いているものの、減少傾向にありました。読者にとって有用なテーマで

記事内容・紙面を充実させ、購読者の確保に努めました。平成23年３月に「読む株価欄」をコンセプトに「日本証券新聞」

の株価欄を刷新し、株価と合わせて適時開示情報、記者コメント、情報の検索件数と株価の騰落を見る当社グループ独自の

「情報出来高」を掲載し、好評をいただいております。広告事業では、新聞紙面での特集掲載に伴い、広告収入が一時的に回

復する場面も見られましたが、本格的な売上規模の回復には至っておりません。採算面では、業務の効率化など、低減したコ

スト体質を維持しております。

これらの結果、売上高は87,306千円（前年同四半期比12.6％減）、営業損失は5,253千円（前年同四半期は823千円の営業

損失）となりました。

 

③ＦＸ事業及びＣＦＤ事業

ＦＸ事業及びＣＦＤ事業においては、平成22年12月に同事業からの撤退を決定し、平成23年１月31日をもって営業を終了

いたしました。

これらの結果、売上高は19千円（前年同四半期比99.0％減）、営業損失は7,802千円（前年同四半期は19,534千円の営業

損失）となりました。

 

④その他

出版事業では、前年同四半期と比べて小冊子の制作受託の大型案件はありませんでしたが、確定申告のシーズンに合わせ

た『税金と確定申告』など金融商品取引について解説した小冊子の受注が印刷物、ＷＥＢコンテンツともに堅調であり、証

券会社等に顧客向けの販促ツールとして幅広く利用されました。

イベント事業においては、平成23年３月の東日本大震災後に開催を中止したものもありましたが、総じて好調であり、全

国主要都市において上場企業による個人投資家向けのＩＲ講演会を積極的に受託開催し、実績を積み増しました。

これらの結果、売上高は6,865千円（前年同四半期比46.9％減）、営業利益は215千円（前年同四半期は1,013千円の営業

利益）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538,186千円、負債156,118千円、純資産382,068千円となりまし

た。

総資産については、前連結会計年度末に比べ、147,106千円（21.5％）減少となりました。これは主に、現金及び預金の減

少112,829千円、ＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの撤退による顧客資金の分別管理上の金銭信託その他の預託金の減少46,000
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千円、そして繰延税金資産の減少69,592千円があった一方で、資金運用にかかる保有資産等その他の流動資産の増加111,179

千円等があったこと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、52,261千円（50.3％）増加となりました。これは主に、ＦＸ事業及びＣＦＤ事

業からの撤退による受入保証金の減少46,512千円があった一方で、資金運用にかかる保有資産に対応する負債等その他の流

動負債の増加73,532千円等があったこと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、199,367千円（34.3％）減少となりました。これは主に、四半期純損失の計

上196,599千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、253,846千円となりました。

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16,784千円（前年同四半期は、10,243千円の収入）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失34,946千円(前年同四半期は24,514千円の税金等調整前四半期純損

失)に対して、ＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの撤退に伴い、当該事業における顧客資金の分別管理上の金銭信託等金融機関へ

の預入額及び取次先に対する短期差入保証金の減少等その他の資産の減少11,791千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21,679千円（前年同四半期は、9,260千円の支出）

となりました。これは、資金運用に伴う有価証券の売買及びデリバティブ取引による収支であります。

 

（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23千円（前年同四半期は、33千円の支出）となりま

した。これは、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重要な変更及び新たに生じる課題はありま

せん。

なお、第２四半期連結会計期間において、次のとおり変更しております。

 

① 当社グループの事業展開について

新聞及び広告事業では収支改善策の成果が上がりはじめましたが、一方、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減収傾向にあることが懸案となっております。また、平成22年12月にＦＸ事業及びＣＦＤ事業からの

撤退を決定いたしました。

このような現状をふまえ、当社グループでは、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と新聞及

び広告事業を補完する収益モデルの確立に経営資源を集中し、早期における連結業績の回復に取り組んでまいります。

 

② 経営管理体制について

当社グループは、少人数で効率よく事業を推進していく方針であり、営業、制作、管理等の業務に、比較的小規模な組織体

制で対応しております。企業価値を高めていく上では業務遂行の適正性の確保が不可欠であり、少人数組織で適正に事業を

運営していくための内部統制が有効に機能した経営管理体制の確立・維持が重要であると認識しております。
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③人材の確保と育成について

経済環境の変化、ＩＴの進歩、金融商品の多様化に対して迅速に対応できる優秀な人材こそ当社グループにとって重要な

経営資源であると認識しております。現状の人員構成は当社グループの業容に相応しいものとなっておりますが、当社グ

ループのブランド価値を向上させていくためには、当社グループ各部門の従業員の専門性の維持・向上が不可欠と認識して

おり、マネジメントスキルを備えた人材の育成も必要であると考えております。そのために、当社グループではＯＪＴ等の社

内教育を通じて従業員の能力向上を図り、必要に応じて優秀な人材を採用できるよう努めてまいります。

 

(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異動はありません。

 

(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、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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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23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年５月12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）

単元株制度を採用しており
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23年３月31日)

新株予約権の数（個） 50

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） 50

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）　１　新株予約権の数が前事業年度末日より９個（９株）減少しておりますが、これは、従業員の退職により失効したもの

であります。

 

２　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、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額（以

下「行使価額」）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。

 

 
調整後行使価額　＝　調整前行使価額 ×
 

１

分割（又は併合）の比率

 

また、新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権の権利行使による場合を含まない。）又

は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、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。

 

 

 

 

調整後行使価額

 

 

 

 

＝ 調整前行使価額 ×

 

 

 

　既発行株式数 ＋

 

新規発行株式数
又は処分自己株式数

×
１株当たり払込金額
又は処分価額

調整前行使価額

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行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【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23年１月１日～
平成23年３月31日

－ 9,745 － 613,602 － 197,777

 

(6)【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。

 

(7)【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末現在の「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ないため、記載することが

できないことから、直前の基準日（平成22年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成22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　　813

―
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　8,932 8,932 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 9,745 ― ―

総株主の議決権 ― 8,932 ―
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②【自己株式等】

平成22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
１-１-１

813 ― 813 8.34

計 ― 813 ― 813 8.34

 

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22年
７月

 
８月

 
９月

 
　10月

 
　11月

 
　12月

平成23年
１月

 
２月

 
３月

最高(円) 52,50049,95046,00043,00044,00053,80049,95048,00049,700

最低(円) 46,20043,60041,75040,30040,50041,25046,50043,15036,000

(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、本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。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年

７月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成23年１

月１日から平成23年３月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年７月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後

の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３

月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに

当第３四半期連結会計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで) 及び当第３四半期連結累計期間(平成22年７月１

日から平成23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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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 253,846 366,676

預託金 － ※2
 46,000

売掛金 39,442 55,026

たな卸資産 ※1
 620

※1
 1,473

繰延税金資産 19,480 89,072

その他 163,125 51,945

貸倒引当金 △170 △240

流動資産合計 476,343 609,953

固定資産

有形固定資産

建物 24,137 24,137

減価償却累計額 △8,598 △7,609

建物（純額） 15,539 16,528

車両運搬具 6,449 6,449

減価償却累計額 △5,159 △4,192

車両運搬具（純額） 1,289 2,257

工具、器具及び備品 28,375 28,375

減価償却累計額 △21,579 △19,002

工具、器具及び備品（純額） 6,796 9,373

有形固定資産合計 23,625 28,159

無形固定資産

ソフトウエア 408 3,300

無形固定資産合計 408 3,300

投資その他の資産

その他 38,915 44,987

貸倒引当金 △1,107 △1,107

投資その他の資産合計 37,808 43,879

固定資産合計 61,842 75,339

資産合計 538,186 685,292
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 13,742 14,128

未払法人税等 3,004 3,110

受入保証金 － 46,512

賞与引当金 13,012 2,200

役員賞与引当金 3,000 －

返品調整引当金 － 0

移転費用引当金 12,063 －

その他 111,187 37,655

流動負債合計 156,009 103,607

固定負債

長期未払金 108 248

固定負債合計 108 248

負債合計 156,118 103,856

純資産の部

株主資本

資本金 613,602 613,602

資本剰余金 397,777 397,777

利益剰余金 △488,213 △288,845

自己株式 △141,097 △141,097

株主資本合計 382,068 581,436

純資産合計 382,068 581,436

負債純資産合計 538,186 685,292
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 647,732 502,859

売上原価 368,371 270,734

売上総利益 279,360 232,125

返品調整引当金戻入額 7 0

返品調整引当金繰入額 4 －

差引売上総利益 279,363 232,125

販売費及び一般管理費 ※1
 350,498

※1
 308,990

営業損失（△） △71,134 △76,864

営業外収益

受取利息 181 96

有価証券運用益 － 5,140

その他 1,024 464

営業外収益合計 1,206 5,701

営業外費用

有価証券運用損 274 －

デリバティブ取引運用損 － 14,698

支払手数料 － 2,500

雑損失 － 286

営業外費用合計 274 17,484

経常損失（△） △70,202 △88,647

特別利益

契約変更に伴う精算金 － 4,526

貸倒引当金戻入額 860 70

受取補償金 1,800 －

訴訟和解金 16,042 －

特別利益合計 18,702 4,596

特別損失

事務所移転費用 1,454 －

特別退職金 22,002 6,979

事業撤退損失 － 19,114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,220

移転費用引当金繰入額 － ※2
 12,063

特別損失合計 23,456 40,378

税金等調整前四半期純損失（△） △74,957 △124,429

法人税、住民税及び事業税 2,370 2,577

法人税等調整額 － 69,592

法人税等合計 2,370 72,169

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △196,599

四半期純損失（△） △77,327 △196,599
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 207,226 152,802

売上原価 107,064 89,143

売上総利益 100,161 63,658

返品調整引当金戻入額 5 －

返品調整引当金繰入額 4 －

差引売上総利益 100,162 63,658

販売費及び一般管理費 ※1
 109,119

※1
 94,561

営業損失（△） △8,956 △30,902

営業外収益

受取利息 80 32

有価証券運用益 － 5,117

デリバティブ取引運用益 － 2,713

その他 617 94

営業外収益合計 697 7,957

営業外費用

有価証券運用損 274 －

雑損失 － 7

営業外費用合計 274 7

経常損失（△） △8,532 △22,952

特別利益

貸倒引当金戻入額 20 70

特別利益合計 20 70

特別損失

特別退職金 16,002 －

移転費用引当金繰入額 － ※2
 12,063

特別損失合計 16,002 12,063

税金等調整前四半期純損失（△） △24,514 △34,946

法人税、住民税及び事業税 1,004 862

法人税等調整額 － 69,592

法人税等合計 1,004 70,454

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △105,400

四半期純損失（△） △25,519 △105,400
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △74,957 △124,429

減価償却費 9,859 5,678

貸倒引当金の増減額（△は減少） △860 △70

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,284 10,812

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 3,000

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3 0

移転費用引当金の増減額（△は減少） － 12,063

受取利息及び受取配当金 △181 △96

有価証券運用損益（△は益） 274 △5,140

デリバティブ取引運用損益（△は益） － 14,698

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,220

事業撤退損失 － 3,631

売上債権の増減額（△は増加） 18,629 15,583

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,973 853

預託金の増減額（△は増加） － 46,000

その他の資産の増減額（△は増加） △36,104 7,894

仕入債務の増減額（△は減少） △3,375 △386

受入保証金の増減額（△は減少） － △46,512

その他の負債の増減額（△は減少） 23,109 △12,778

その他 184 552

小計 △56,167 △66,425

利息及び配当金の受取額 181 96

法人税等の支払額 △2,466 △2,913

営業活動によるキャッシュ・フロー △58,452 △69,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額） △11,014 728

デリバティブ取引による収支（純額） － △13,508

有形固定資産の取得による支出 △205 －

その他の収入 1,978 224

その他の支出 △300 △28,119

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,542 △40,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △2,755 △2,910

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,755 △2,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,749 △112,829

現金及び現金同等物の期首残高 456,139 366,676

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 385,390

※1
 253,846
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【継続企業の前提に関する事項】

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22年７月１日　至　平成23年３月31日)

１．会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）

を適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ399千円増加し、税金等調整前四

半期純損失は、2,619千円増加しております。
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

前第３四半期連結累計期間において「その他資産の増減額（△は増加）」に含めておりました「預託金の増減

額（△は増加）」については、前連結会計年度より金額的重要性が増したため区分掲記しております。なお、前第

３四半期連結累計期間の「その他資産の増減額（△は増加）」に含めております「預託金の増減額（△は増

加）」は△36,100千円であります。

前第３四半期連結累計期間において「その他負債の増減額（△は減少）」に含めておりました「受入保証金の

増減額（△は減少）」については、前連結会計年度より金額的重要性が増したため区分掲記しております。なお、

前第３四半期連結累計期間の「その他負債の増減額（△は減少）」に含めております「受入保証金の増減額（△

は減少）」は45,325千円であります。

 

 

【簡便な会計処理】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日　至　平成23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化がないと認

められる場合には、前連結会計年度末の貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定

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あたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

 

【追加情報】

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３月27日)

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用

しております。

なお、セグメント区分は新基準適用後も変更ありません。

 

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
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当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末
(平成22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 583千円

 貯蔵品 36千円

※１　たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。

 製品 1,405千円

 貯蔵品 68千円

 

 

 

 

    

※２　預託金の内訳

 顧客分別金信託 3,000千円

 顧客区分管理信託 41,000千円

 その他の預託金 2,000千円

　顧客分別金信託及び顧客区分管理信託は、証券ＣＦＤ

取引（有価証券関連店頭デリバティブ取引）及び外国

為替保証金取引について顧客より預託を受けた金銭相

当額を自己の固有の財産と分別・区分して金銭信託に

より管理しているものであります。

　その他の預託金は(社)金融先物取引業協会への預託金

であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成23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 41,015千円

 給与諸手当・賞与 88,484千円

 新聞輸送費 82,144千円

 地代家賃 19,487千円

 支払手数料 20,169千円

※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 41,812千円

 給与諸手当・賞与 65,696千円

 新聞輸送費 82,913千円

 地代家賃 18,098千円

 支払手数料 15,972千円

 

    

※２　当第３四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の本店を当社本店に移

転し集約することを決定したため、当該移転にかか

る費用の見込額を移転費用引当金繰入額として計上

しております。

 

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23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 13,192千円

 給与諸手当・賞与 28,046千円

 新聞輸送費 27,326千円

 地代家賃 6,138千円

 支払手数料 5,044千円

※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 14,310千円

 給与諸手当・賞与 18,085千円

 新聞輸送費 26,955千円

 地代家賃 6,020千円

 支払手数料 3,526千円

 

    

※２　当第３四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の本店を当社本店に移

転し集約することを決定したため、当該移転にかか

る費用の見込額を移転費用引当金繰入額として計上

しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成23年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四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22年３月31日現在）

現金及び預金 385,390 千円

現金及び現金同等物 385,390 千円

  

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四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23年３月31日現在）

現金及び預金 253,846 千円

現金及び現金同等物 253,846 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23年３月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  

平成23年３月31日)

 

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 813

 

 

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

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 50 ―

合計 50 ―

 

 

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22年９月29日
定時株主総会

普通株式 2,768 310平成22年６月30日平成22年９月30日利益剰余金

 

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間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

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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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22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)

ＦＸ事業及び
ＣＦＤ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

93,008 99,652 1,907 12,657207,226 ― 207,226

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

300 232 ― 272 805 (805) ―

計 93,308 99,885 1,907 12,930208,032 (805)207,226

営業利益又は
営業損失(△)

39,814 △823 △19,534 1,013 20,470(29,427)△8,956

（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)

 

 

ＦＸ事業及びＣＦＤ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、ＦＸ（外国為替保証金取引）事業及びＣＦＤ

（差金決済取引）事業。

　　

 

(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　前連結会計年度において区分表示しておりました「ファイナンシャル・アドバイザリー事業」は、当該事業を休止し

ているため、当連結会計年度より記載しておりません。

 

 

EDINET提出書類

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社(E03801)

四半期報告書

25/36



前第３四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成22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)

ＦＸ事業及び
ＣＦＤ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

308,682299,2993,193 36,556647,732 ― 647,732

(2) セグメント
間の内部売上高
又は振替高

584 597 ― 963 2,145 (2,145) ―

計 309,266299,8973,193 37,520649,877(2,145)647,732

営業利益又は
営業損失(△)

118,955△39,411△59,050△3,520 16,972(88,107)△71,134

(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)

 

 

ＦＸ事業及びＣＦＤ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、ＦＸ（外国為替保証金取引）事業及びＣＦＤ

（差金決済取引）事業。

　　

 

(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　前連結会計年度において区分表示しておりました「ファイナンシャル・アドバイザリー事業」は、当該事業を休止

しているため、当連結会計年度より記載しておりません。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)及び前第３四半期連結累計期間(自　平成21年

７月１日　至　平成22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】

前第３四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)及び前第３四半期連結累計期間(自　平成21年

７月１日　至　平成22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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【セグメント情報】　

１  報告セグメントの概要　

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、各事業子会社を傘下に置く持株会社制をとっており、事業子会社として、メディア事業他情報サービス

業を行う子会社と、金融商品取引業を行う子会社を有しております。当社グループでは、各事業子会社を基礎とし、かつ、業態

別に区分した単位を事業セグメントとしております。

従って、当社グループの事業は、

・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を提供する「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」

・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、並びにこれらに付随又

は派生する商品・サービスの販売を行う「新聞及び広告事業」

・金融商品取引業として外国為替保証金取引とＣＦＤ取引のインターネット取引を取扱う「ＦＸ事業及びＣＦＤ事業」

・投資や金融市場に関する書籍、刊行物を制作・販売する「出版事業」

・投資セミナーの企画やＩＲ講演会の受託などを行う「イベント事業」

・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を行う「投資信託評価事業」

に区分されます。

当社グループは、「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」、「ＦＸ

事業及びＣＦＤ事業」を報告セグメントとしております。

なお、当社グループは平成23年１月31日をもって「ＦＸ事業及びＣＦＤ事業」（金融商品取引業）から撤退しておりま

す。

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日)

（単位：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

新聞及び
広告事業

ＦＸ事業
及び

ＣＦＤ事業

その他
（注１）

計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高        

  外部顧客への売上高 204,407266,8992,61128,940502,859 ― 502,859

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

606 597 ― 220 1,424△1,424 ―

計 205,013267,4972,61129,160504,283△1,424502,859

セグメント利益又は損失
（△）

80,859△12,715△46,6876,86728,324△105,188△76,864

(注) １. 「その他」には、出版事業、イベント事業等を含めております。

２．セグメント損失の調整額△105,188千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用107,286千円が含まれて

おります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

（単位：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

新聞及び
広告事業

ＦＸ事業
及び

ＣＦＤ事業

その他
（注１）

計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高        

  外部顧客への売上高 58,73787,279 19 6,765152,802 ― 152,802

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

100 26 ― 100 227 △227 ―

計 58,83887,306 19 6,865153,029△227 152,802

セグメント利益又は損失
（△）

16,627△5,253△7,802 215 3,786△34,689△30,902

(注）１. 「その他」には、出版事業、イベント事業等を含めております。

２．セグメント損失の調整額△34,689千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用35,344千円が含まれてお

ります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。
 

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(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)

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。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)　

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(賃貸等不動産関係)

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23年３月31日)

前連結会計年度末
(平成22年６月30日)

 42,775.26円  65,095.90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23年３月31日)

前連結会計年度末
(平成22年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 382,068 581,436

普通株式に係る純資産額(千円) 382,068 581,436

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)　 813 813

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)

8,932 8,932

 

２　１株当たり四半期純損失金額等

第３四半期連結累計期間
 

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり四半期純損失 8,657.37円１株当たり四半期純損失 22,010.64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
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成23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) 77,327 196,599

普通株式に係る四半期純損失(千円) 77,327 196,599

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) 8,932 8,932
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第３四半期連結会計期間

 

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり四半期純損失 2,857.07円１株当たり四半期純損失 11,800.32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
前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23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) 25,519 105,400

普通株式に係る四半期純損失(千円) 25,519 105,400

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) 8,932 8,932
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

 

 

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22年５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　　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21年７月１日から平成22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22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平

成22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22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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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成23年５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　　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22年７月１日から平成23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23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年７月１日から平

成23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23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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